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平成24年12月４日 

各 位 

 

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 
代表者 代表取締役社長 奥 山  泰 

（コード番号:3772 東証マザーズ） 
問合せ先 ｱﾄﾞﾐﾆ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部副部長 木村 健太郎 

（電話番号  03-6661-9311） 

 

当社取締役へのストックオプション、並びに当社親会社及び親会社の子会社

役職員への割当による新株予約権（有償）発行のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規程に基づき、当社取締

役、当社親会社役職員、及び当社親会社の子会社役職員に対し、下記の内容の新株予約権を発行することを決

議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して有償にて発行するものであり、特に有利な条件ではないこ

とから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。 

 

記 
 

１．発行の概要「第４回 新株予約権」 

割当日 平成24年12月21日 

発行新株予約権数 1,600個 

発行価額 １個あたり 167円（１株あたり167円） 

当該発行による潜在株式数 1,600株 

調達資金の額 38,555,200円 

内、発行価額の総額    267,200円 

内、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 

38,288,000円 

行使価額 23,930円 

募集又は割当方法 

（割当予定先） 

 

当社取締役等に対する新株予約権の付与 

当社取締役 ４名に対し       960個 

当社親会社役職員 ２名に対し 240個 

第三者割当 

当社親会社の子会社役職員 ５名に対し 400個 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）募集の理由 

当社は持株会社であり、傘下の連結子会社である株式会社日本証券新聞社において(ⅰ)金融証券市場

ニュース及び投資支援アプリケーションの提供事業、(ⅱ)新聞及び広告事業、（ⅲ）その他の事業を営ん

でおりますが、経営環境悪化の影響等により平成21年６月期より４期連続で連結営業損失を計上するな
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ど業績低迷が続いております。 

また一方で国内株式市場の低迷の影響もあり、当社株式は平成24年４月において月末時価総額が３億

円未満となり、株式会社東京証券取引所の上場廃止基準（上場時価総額）に抵触いたしました。平成24

年７月26日に株式会社東京証券取引所に対し同社有価証券上場規程第603条第１項第５号aに定める書面

を提出したことにより、現在同規程の定める猶予期間中（平成25年１月末までの９ヶ月間）となってお

ります。従いまして、平成25年１月末までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び月末時価総

額が３億円以上とならない場合には、同社の定めるところにより整理銘柄指定期間１か月を経て、上場

廃止となります。なお、上記時価総額基準の金額は、平成24年12月末までの間、緩和措置により５億円

から３億円に引き下げられているものであります。 

こういった状況の中、当社と致しましては既存事業の強化に加え、上場会社のIR活動を支援する事業

に注力・育成するとともに、継続的な経費の削減を実行するなど業績の回復及び企業価値の向上を図っ

ており、更には、平成24年９月19日開催の取締役会にて、財務基盤の安定化と中長期的な成長の為の投

資資金の調達を主たる目的として株主割当による新株予約権の発行を決議するなど時価総額の回復を企

図した施策を取っております。また、当社の親会社であるあかつきフィナンシャルグループ株式会社か

らは平成24年10月29日付当社開示資料のとおり、株主割当により同社に割り当てられた新株予約権の行

使を行う方針であることが表明されております。なお、本新株予約権の発行は、株主割当による新株予

約権の行使価額の調整事由には該当致しません。 

しかしながら、本新株予約権発行決議日の前日終値においても、当社の時価総額は株式会社東京証券

取引所マザーズ市場において上場廃止基準を回復しておらず、当社の上場維持に懸念が生じておる状況

でございます。仮に当社普通株式の上場が廃止された場合には、株主の皆様をはじめ利害関係者の信頼

を損なう結果となり、更に当社の社会的信用力や資金調達力等の低下など今後の事業運営にも影響が出

る恐れがあります。 

当社と致しましては上場維持の為の時価総額の回復が、今後の中長期的な成長の為にも重要な課題で

あると認識しており、その回復の手段の一つとして今般平成24年12月４日開催の取締役会にて当社取締

役及び当社親会社役職員（以下、「当社取締役等」といいます。）、並びに当社親会社の子会社役職員に対

する新株予約権の発行を決議致しました。 

本新株予約権の行使価額23,930円は平成25年３月期第１四半期末における当社の１株純資産額

17,870.85円を上回っており、本新株予約権が行使された場合には、１株当たりの純資産額が増強される

こととなります。また当社取締役にストックオプションとして付与することにより、当社の上場維持及

び今後の業績向上に対する意欲や士気を高めることが期待でき、更に親会社役職員等への割当分を含め、

新株予約権が行使された場合の調達資金により運転資金の充実が可能となり、これらのことにより本新

株予約権の発行は当社の企業価値の向上に資するものと考えております。 

 

（２）当該募集の方法を選択した理由 

当社は、平成21年６月期より４期連続で連結営業損失を計上するなど業績低迷が続いており、また一

方で当社株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準（上場時価総額）に抵触し、現在猶予期間中

（平成25年１月末までの９ヶ月間）であります。このような状況下において資金調達の方法は限られた

ものになっております。 

公募増資については、業績低迷及び上場廃止基準の猶予期間中であることから、十分な応募が期待で

きないことは明白であり、実現可能性は低いと判断いたしました。株主割当については、平成24年９月

19日開催の取締役会にて新株予約権の発行を決議しており、現在行使期間中であります。しかし本新株

予約権発行の取締役会決議日の前日終値において、株主割当による新株予約権の権利行使価格を下回る

株価水準となっており、株主の皆様による権利行使は大きくは見込めない状況であり、時価総額につい

ても上場廃止基準を回復しておりません。また株主割当による新株予約権の権利行使期間は平成25年２

月末までである一方で、上場廃止基準の猶予期間は平成25年１月末までとなっており、株主の皆様の権

利行使が平成25年１月中旬以降となれば、権利行使をして頂いたとしても株式会社東京証券取引所が定



 

- 3 - 

 

める上場廃止基準の回復には至らない可能性がございます。これらの状況を検討した結果、当社取締役

等及び第三者への割当による募集を検討するに至りました。 

また新株式の割当では無く、新株予約権とした理由は、株主割当による新株予約権の権利行使期間中

である現状において、新株式の第三者割当増資を行えば急激な希薄化を招く恐れがあり株主の皆様に

とって不利益となる可能性がある為であります。但し、今回の割当先の一部より、時価総額の状況にも

よりますが、平成25年１月上旬頃までに権利行使をする方針である旨を伺っておりますので、実際に行

使をされた場合には、その段階で一定の希薄化が起こることが予想されております。 

なお、当該資金調達の方法が新株予約権によるものであることから、新株式の発行と異なり、割当時

に払込金の総額が払い込まれるわけでは無く、割当予定先の判断に基づき、権利行使の都度入金が為さ

れることになります。 

 

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（差引手取概算額） 

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含めた差引手取概算額等は以下のとおりで

あります。 

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） 

38,555,200 4,500,000 34,055,200 

 （注）１．払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

の合計額を合算した金額を表示しております。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３．行使価額が調整された場合には、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は増

加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し

た本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、現時点において本新株予約権の行使による

財産の出資及びその時期を資金計画に織り込むことは困難であります。ただし、財産の出資があった場

合の調達資金は、以下のとおり充当することを予定しております。以下の金額及び時期はあくまで予定

であり、具体的には資金の払込みのなされた時点の状況に応じて判断いたします。支出予定時期につき

ましては、本新株予約権の行使が行使期間内の早期に行われた場合には、下記の記載した予定時期より

も繰り上げて充当する可能性があります。 

・財務基盤の安定化 

当社は持株会社であり、傘下の連結子会社である株式会社日本証券新聞社において(ⅰ)金融証券市

場ニュース及び投資支援アプリケーションの提供事業、(ⅱ)新聞及び広告事業、（ⅲ）その他の事業

を営んでおりますが、経営環境の悪化の影響等により平成 21 年６月期より４期連続で連結営業損失

を計上するなど業績低迷が続いております。 

こういった状況の中、当社と致しましては既存事業の強化、IR 支援事業への注力・育成及び継続

的な経費の削減を実行するなど業績の回復及び企業価値の向上を図っておりますが、平成 24 年 6 月

期の営業活動によるキャッシュ・フローが▲103 百万円になるなど急回復が見込めないことから、運

転資金の確保を企図した財務基盤の安定化が必要な状況であると考えており、調達資金 34,055,200

円の使途につきましては、運転資金に充当する予定であります。 

支出予定時期に関しましては、平成25年４月からを想定しております。また、調達資金を支出する

までは、銀行口座又は債券等の安定した資産等にて運用及び管理する予定であります。 

なお、平成24年９月19日開催の取締役会にて発行決議を行った株主割当による新株予約権について、

当社の親会社であるあかつきフィナンシャルグループ株式会社からは、同社に割り当てられた新株予約
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権の行使を行う方針であることが表明されており、実際に行使された場合の調達資金については、運転

資金、新聞事業等におけるオンライン化への投資、IR支援事業の強化に充当する予定であります。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

本新株予約権発行による調達資金により財務基盤の安定化が図られ、１株当たりの純資産額も増強さ

れることとなります。また当社取締役に新株予約権を付与することにより当社の上場維持及び今後の業

績向上に対する意欲や士気を高めることが期待できます。これらのことにより本新株予約権の発行は当

社の企業価値の向上に資するものと考えております。 

 

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 

当社は、本新株予約権の発行価格、本新株予約権の行使価額等の発行条件を決定するにあたっては、

当社株式の流動性、株価水準、株価変動性等の諸要因を総合的に勘案しております。また、独立した第

三者評価機関である横山公認会計士事務所（東京都千代田区）（以下「算定機関」といいます。）に本新

株予約権の価格算定を依頼し、本新株予約権に関する評価報告書を受領しております。 

算定機関は、当社普通株式の株価変動性（ボラティリティ）、リスクフリーレート及び配当利回り等を

勘案した上で、一般的に使用されている株式オプション価格算定モデルの一つであるブラック・ショー

ルズ・モデルを用いて本新株予約権の理論的価値を算定しております。 

本新株予約権の発行は、時価総額基準の回復、当社の上場維持及び業績向上に対する意欲や士気を高

めるためのストックオプション付与、財務基盤の強化の為の運転資金調達を目的としており、これによ

り、当社の企業価値の向上が見込まれることを勘案し、算定機関の評価結果も踏まえて、定量的、定性

的に十分に総合的に検討いたしました。その結果、新株予約権の発行価格は、新株予約権を発行するこ

とによって得られる当社の経済的利益に見合うものであり、割当予定先に特に有利な条件ではないと判

断いたしました。 

また、社外監査役２名を含む監査役３名からも、当社取締役から発行要項の内容の説明を受けると共

に、算定機関の算定結果及び上記の議論を踏まえ検討した結果、割当予定先に特に有利ではないと判断

した旨の意見を得ております。 

 

（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 

当社普通株式の平成 24 年６月 30 日現在の発行済株式総数 9,745 株（議決権数 9,745 個）に対して、

第三者割当による本新株予約権の発行により発生する潜在株式数は 400 株（議決権数 400 個）であり、

発行済株式数に対して 大で 4.10％（総議決権数に対する割合 4.10％）の希薄化が生じる可能性があり

ます。 

しかし、「２．募集の目的及び理由（１）募集の理由」及び「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」において記載いたしましたとおり、本新株予約権の発行に

より財務基盤の安定化が図られるなど、本新株予約権の発行は当社の企業価値の向上に資するものと考

えております。 

上記内容により当社グループの企業価値向上が期待でき、既存の株主の皆様の利益向上に資するもの

と考えており、本新株予約権発行による潜在株式数の発生数量及び希薄化の規模は、既存の株主の皆様

にとっても合理的であると判断いたしました。 
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６．第三者割当先の選定理由等 

（１）第三者割当先の概要 

（１） 氏 名 横田 和史 

（２） 住 所 京都府京都市 

（３） 
上 場 会 社 と 

当 該 個 人 の 関 係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数を所

有している会社等並びにその子会社を含む）との間には、記載すべき

資本関係・人的関係・取引関係はありません。なお、当社の関係者及

び関係会社と当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資

本関係はありません。 

 

（１） 氏 名 板東 宏和 

（２） 住 所 神奈川県横浜市 

（３） 
上 場 会 社 と 

当 該 個 人 の 関 係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数を所

有している会社等並びにその子会社を含む）との間には、記載すべき

資本関係・人的関係・取引関係はありません。なお、当社の関係者及

び関係会社と当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資

本関係はありません。 

 

（１） 氏 名 加藤 高志 

（２） 住 所 福岡県福岡市 

（３） 
上 場 会 社 と 

当 該 個 人 の 関 係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数を所

有している会社等並びにその子会社を含む）との間には、記載すべき

資本関係・人的関係・取引関係はありません。なお、当社の関係者及

び関係会社と当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資

本関係はありません。 

 

（１） 氏 名 八代 幹雄 

（２） 住 所 千葉県浦安市 

（３） 
上 場 会 社 と 

当 該 個 人 の 関 係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数を所

有している会社等並びにその子会社を含む）との間には、記載すべき

資本関係・人的関係・取引関係はありません。なお、当社の関係者及

び関係会社と当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資

本関係はありません。 

 

（１） 氏 名 上市園 悟 

（２） 住 所 神奈川県横浜市 

（３） 
上 場 会 社 と 

当 該 個 人 の 関 係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数を所

有している会社等並びにその子会社を含む）との間には、記載すべき

資本関係・人的関係・取引関係はありません。なお、当社の関係者及

び関係会社と当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資

本関係はありません。 

（注）１．上記割当先は当社親会社であるあかつきフィナンシャルグループ株式会社の子会社であるあかつき

証券株式会社の役職員であり、暴力団等とは一切関係がないことを確認している旨を、同社より確

認しております。 

２．当社は、上記割当先につき平成24年 12月３日付にて株式会社東京証券取引所に「割当を受ける者
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と反社会的勢力との関係がないことを示す確認書（第三者割当）」を提出しております。 

 

（２）割当先を選定した理由 

割当予定先は、当社の親会社であるあかつきフィナンシャルグループ株式会社の完全子会社であるあ

かつき証券株式会社の役職員（以下、「あかつき証券役職員」といいます）」であります。 

あかつきフィナンシャルグループと当社グループとは、株式会社日本証券新聞社における経済・金融

関連情報のあかつき証券株式会社の顧客サービス向けへの提供、IR を支援する事業における共同での

企画立案や営業支援、その他相互に出向等による人的交流を行うなどの業務提携を行っております。ま

たあかつきフィナンシャルグループ株式会社は平成24年６月30日現在において、当社発行済み株式の

40.25％を所有する主要株主でもあります。このように割当先は資本・業務提携先である同社グループ

の役職員であり、当社の上場維持に向けた施策に賛同頂いた為、本新株予約権の割当予定先に決定しま

した。 

 

（３）割当先の保有方針 

当社は、本新株予約権の行使により交付する当社普通株式について、割当予定先との間で継続保有に

関する書面での取り決めは行っておりません。本新株予約権は当社の企業価値向上に対するストックオ

プション的な要素も有する為、保有方針については個人の意思に委ねられております。当社と致しまし

ては、本新株予約権の発行はあかつきフィナンシャルグループとの協力関係の強化が図られるものであ

り、本件取引の目的を勘案し、割当先には中長期的に保有いただけるものと考えております。 

また当社取締役へのストックオプションの付与分については、当社時価総額の状況等にもよりますが、

比較的早期に全部又は一部が権利行使される可能性があります。また保有方針については、ストックオ

プションとしての趣旨を鑑み、個人の意思に委ねられております。 

なお、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認が必要となっております。 

 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

あかつき証券株式会社からのヒアリングにより、払い込み資金に要する資金が十分にあることを確認

しております。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

 募集前（平成24年６月30日現在） 募集後(本新株予約権が全部行使された場合)

順位 名称 所有株式数 所有比率 名称 所有株式数 所有比率

１ あかつきﾌｨﾅﾝｼｬﾙ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 

3,922株 40.25％ あかつきﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ㈱ 

3,922株 34.56％

２ 目時伴雄 347株 3.56％ 島根秀明 400株 3.52％

３ 野村證券㈱ 303株 3.11％ 工藤英人 400株 3.52％

４ 増田雄亮 200株 2.05％ 目時伴雄 347株 3.06％

５ 田村桂子 180株 1.85％ 野村證券㈱ 303株 2.67％

６ 渡邉研二 150株 1.54％ 増田雄亮 200株 1.76％

７ マネックス証券㈱ 142株 1.46％ 田村桂子 180株 1.59％

８ 奥山泰 136株 1.40％ 奥山泰 176株 1.55％

９ 山下博 134株 1.38％ 渡邉研二 150株 1.32％

10 小澤善哉 128株 1.31％ マネックス証券㈱ 142株 1.25％

 発行済株式数 9,745株 100.00％ 発行済株式数 11,348株 100.00％

（注）１．募集前の大株主構成は、平成24年６月30日時点の株主名簿を基に作成しております。 

２．募集後の大株主構成は、平成24年６月30日時点の株主名簿を基に、本新株予約権発行取締役会決

議日の前日までに確認されている平成 24 年９月 19 日取締役会決議により発行した株主割当による
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新株予約権の行使による新株式の発行分を反映し、更に本新株予約権の全てが行使された前提にて

作成しております。 

３．総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、

小数点以下第３位を四捨五入して表示しております。 

４．募集後の所有比率は、平成24年６月30日時点の議決権数を基に、本新株予約権発行取締役会決議

日の前日までに確認されている平成 24 年９月 19 日取締役会決議により発行した株主割当による新

株予約権の行使により発行された新株式及び本新株予約権の全てが行使された場合に発行される新

株式を反映させた後の当社株式（単元未満株式及び自己株式を除きます。）に係る議決権数（11,348

個）に対する割合です。 

 

８．今後の見通し 

今般の資金調達による当社グループの業績に与える影響につきましては、調達できる資金の額が未確

定であるため、未定でございます。なお、本新株予約権の割当を受けた皆様が権利行使をされた場合は、

当社の財務基盤の健全化を図ることが可能となり、当社グループの企業価値の向上に寄与するものと考

えております。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項及び支配株主との取引等に関する事項 

本件第三者への割当による新株予約権の発行による潜在株式数は 400 株（議決権個数 400 個）であり、

平成24年６月 30 日現在の発行済み株式総数は、9,745 株（議決権個数9,745 個）である為、希薄化率は

4.10％となり、25％以下となることが見込まれます。 

一方で、新株予約権を割当予定である当社取締役及び親会社役職員の一部は、当社の支配株主である

あかつきフィナンシャルグループ株式会社の取締役を兼務しており、当該取締役等への新株予約権の付

与は支配株主との取引に該当致します。 

当社が平成 24 年 10 月４日に開示したコーポレートガバナンス報告書では、「支配株主との取引等を行

う際における少数株主の保護の方策に関する指針」として、「当社と支配株主との間に取引が発生する場

合には、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性に

ついて、当社取締役会において審議の上、決定いたします。」と記載しております。 

当該指針に関する本件新株予約権の発行における適合状況については、当社取締役会は合理性につき

社外監査役も含めて慎重に検討した上で、発行を決議しております。また当社取締役会は、株式会社東

京証券取引所の定める「企業行動規範」に基づき、本件新株予約権の発行が少数株主にとって不利益な

ものでないことに関する意見として、当社の支配株主であるあかつきフィナンシャルグループ株式会社

と利害関係を有しない当社の独立役員である社外監査役より（1）本件取引は、当社の上場維持及び財務

基盤の安定化を目的として行われるものであって本件取引の目的は正当であり、(2)本件取引に係る意思

決定過程の手続きは公正であり、(3)本件取引による対価も公正な価格であると認められる一方、(4)本

件取引により上場維持の可能性が高まるとともに、財務基盤の安定化が期待でき当社の企業価値向上に

資すると考えられることから、本件取引は少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨を内容

とする意見書を平成24年12月３日付にて入手しております。 

当社取締役会は、かかる意見を踏まえた上で、本新株予約権発行について少数株主にとって不利益を

与えるものでないと判断し、平成 24 年 12 月４日に本新株予約権の発行を行う旨の決議を行いました。

なお、上記の平成 24 年 12 月４日開催の取締役会において利益相反のおそれ回避のため、割当先である

取締役奥山泰氏は本人に対する割当分について、同じく割当先でありあかつきフィナンシャルグループ

株式会社の役職員を兼務する島根秀明氏、工藤英人氏、北野道弘氏は、本人を含む同社グループ役職員

への割当分について、本新株予約権者割当に係る議案の審議及び議決には参加しておりません。 

 

10． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

（１） 近３年間の業績（連結） 
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決算期 平成22年６月期 平成23年６月期 平成24年６月期 

営業収益（千円） 831,489 634,985 497,319 

営業損失（千円） 67,240 94,394 136,759 

経常損失（千円） 65,153 102,659 147,634 

当期純損失（千円） 28,935 198,858 203,168 

１株当たり当期純損失（円） 3,239円 52銭 22,263円 56銭 22,324円 22銭 

１株当たり配当金（円） 310円 00銭 ― ― 

１株当たり純資産額（円） 65,095円 90銭 42,522円 34銭 21,129円 69銭 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成24年11月29日） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 9,748株 100.00％ 

現時点の潜在株式数 9,792株 100.45％ 

（注）１．本新株予約権の取締役会発行決議日現在、平成24年９月19日取締役会決議により発行した株主割

当新株予約権の権利行使期間中である為、発行済み株式数は日々変動する可能性がございます。 

２．株主割当による新株予約権発行により、潜在株式数が平成 24 年 10 月 16 日をもって 9,745 株増加

しております。 

 

（３） 近の株価の状況 

①過去３年間の状況（期末） 

 平成22年６月期 平成23年６月期 平成24年６月期 

始値（円） 72,000 47,050 38,300 

高値（円） 81,500 53,800 45,700 

安値（円） 41,200 34,350 18,010 

終値（円） 47,000 40,000 27,300 

（注）各株価は、株式会社東京証券取引所（マザーズ市場）におけるものです。 

 

② 近６ヶ月の状況 

 平成24年

６月 

平成24年

７月 

平成24年

８月 

平成24年

９月 

平成24年

10月 

平成24年

11月 

始値（円） 28,100 27,250 25,020 23,900 25,400 23,100 

高値（円） 38,750 29,150 26,990 25,400 25,400 23,200 

安値（円） 25,650 23,010 22,900 22,460 21,650 20,220 

終値（円） 27,300 26,700 23,400 25,400 23,370 22,350 

（注）各株価は、株式会社東京証券取引所（マザーズ市場）におけるものです。 

 

③発行決議日前日における株価 

 平成24年12月３日現在 

始値（円） 22,330 

高値（円） 22,600 

安値（円） 22,100 

終値（円） 22,600 

（注）各株価は、株式会社東京証券取引所（マザーズ市場）におけるものです。 
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（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当による自己株式の処分 

① 処分期日 平成24年４月16日 

② 処分株式数 普通株式 813株 

③ 処分価額 １株につき 金 36,000円 

④ 資金調達の額 29,268,000円 

⑤ 募集又は処分方法 第三者割当 

⑥ 割当先および割当株式数 あかつきフィナンシャルグループ株式会社 813株 

⑦ その他 平成24年２月10日に有価証券通知書を提出しております。 

 

・株主割当による新株予約権の発行 

① 割当の効力は発生する日 平成24年10月16日 

② 発行する新株予約権の個数 9,745個（１個に対し普通株式１株） 

③ 発行価額 無償 

④ 行使価額 １株あたり23,930円 

⑤ 資金調達の額 233,197,850円 

⑥ 募集又は処分方法 株主割当 

⑦ その他 平成24年９月19日に有価証券届出書を提出しております。 

 

（５）第三者割当による新株予約権の日程 

日程 内容 

平成24年12月 4日 取締役会決議 

平成24年12月 4日 有価証券通知書提出 

平成24年12月 7日 新株予約権の発行にかかる募集事項の決定公告（予定） 

自 平成24年12月19日 

至 平成24年12月20日 

申込期間（予定） 

平成24年12月21日 割当日・払込日（予定） 

平成24年12月25日から 

平成25年２月28日まで 
行使期間（予定） 

（注）本新株予約権の上場予定はありません。 

以上 
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【ご参考】 新株予約権の発行要項 

１.新株予約権の名称 ﾄﾞﾘｰﾑﾊﾞｲｻﾞｰ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社第４回新株予約権 

２.本新株予約権の数 

1,600個 

３.本新株予約権１個あたりの払込金額 

金167円 

４.本新株予約権の払込金額の総額 

金38,555,200円 

内、発行価額の総額  267,200円 

内、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  38,288,000円 

５.申込期間 自平成24年12月19日 至平成24年12月20日 

６.割当日及び払込期日 平成24年12月21日 

７.募集の方法 

当社取締役等並びに第三者への割当の方法による。 

８.本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が

当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普

通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、1,600 株とする。（本新株予約権１個の目的

である株式の数（以下、「交付株式数」という。）は１株とする。） 

ただし、本項によって交付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

数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 

 

(1）当社が第 10 項の規定に従い行使価額（第 9 項に定義する。）の調整を行う場合には、交付株式

数は次の算式によって調整されるものとする。 

調整後交付株式数 ＝ 
調整前交付株式数×調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10 項に定める調整前行使価額及び

調整後行使価額とする。 

(2）前号の調整は、当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3）調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 10 項第(2)号及び第(5)号による行使価

額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4）交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその理由、調整前

交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに新

株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないとき

は、適用の日以降速やかにこれを行う。 

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、行使価額に交付株式

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、23,930 円とする、ただし、第 10 項の定め

るところに従い調整されるものとする。 

10.行使価額の調整 

（1）当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2）号に掲げる各事由により当社の発行済普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行
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使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

 

    
 

既発行

株式数

 

＋ 

交付株式数 ×
１株当たり 

払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

時価 

既発行株式数＋交付株式数 

(2）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額

の適用時期については、次に定めるところによる。 

①本項第(4）号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただ

し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場

合又は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。以下本号において同じ。）その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除

く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは当該払込期

間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、当社普通株式の株主（以下「普通株

主」という。）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株式分割又は無償割当により当社普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の

無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日

以降、また当社普通株式の無償割当について当社普通株主に割当を受ける権利を与えるため

の基準日がない場合又は株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合

は当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

③本項第(4）号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付をする旨の定めがあ

る取得請求権付株式若しくは取得条項付株式を発行する場合（無償割当の場合を含む。）又

は本項第(4）号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権

その他の証券又は権利の全てが当初の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付された

ものとみなして行使価額調整式を準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、また無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降、これを適用する。ただし、普通

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翌日以降、これを適用す

る。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の価額が取得請求権付株

式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利が発行された時点で確定し

ていない場合は、調整後の行使価額は、当該価額の確定時点で発行されている取得請求権付

株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当該価額の確定

時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を

準用して算出するものとし、当該価額が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

④本号①から③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定さ

れ、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は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は、本号①から③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承

認があった日の翌日以降、これを適用する。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を

行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとす

る。 
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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 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

 

(3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満

にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必

要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、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引いた額を使用する。 

(4）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨

てる。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 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（気配表示を含む。）の平均値とする。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位を切り捨てる。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生

日）がある場合はその日、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月

前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式

数を控除した数とする。また、本項第(2）号②の基準日における当社の有する当社普通株

式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

(5）本項第(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、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親

会社とする株式交換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事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使

価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある

とき。 

(6）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりそ

の旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な

事項を適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記

の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

11.本新株予約権の行使期間 

平成24年12月25日から平成25年２月28日までの間（以下、「行使請求期間」という。） 

ただし、行使期間の 終日が当社の株主名簿管理人（会社法第 123 条に定める株主名簿管理人

をいい、以下同様とする。）の営業日でない場合は、その前営業日を 終日とします。 

12.新株予約権の行使の条件 

(1)  本新株予約権は、１個を分割して一部行使することはできないものとする。 

(2)  本新株予約権者が複数の本新株予約権を保有する場合、本新株予約権者は本新株予約権を

１個単位で行使することができる。 

(3)  米国に居住する本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができないものとする。 

13. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

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ことを当社の株主総会（株主総会が不要となる場合
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には、当社取締役会）で承認された場合、会社法 273 条第２項の規定に従って通知又は公告した

上で、その時点において残存する新株予約権の全部を無償で取得することができる。 

14. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換また

は株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）をする場合、上記「自己新株予約権の取得の事

由及び取得の条件」により本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点に

おいて残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象

会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものと

する。 

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合

理的に決定される数とします。 

(2)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。 

(3)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。 

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

上記「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」に定める行使価額を基準に組織再

編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１個当たりの目的

である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とします。 

(5)交付する新株予約権の行使期間 

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日まで

とします。 

(6)交付する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 

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の定め

るところと同様とします。 

(7)交付する新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」の定めるところと同様とします。 

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する

ものとします。 

(9)交付する新株予約権の取得 

上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」の定めるところと同様とします。 

15.本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要するものとする。 

16.本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権については新株予約権証券を発行しない。 

17.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 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算
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の結果１円未満の端数を生じたとき、はその端数を切り上げるものとする。）、当該資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

18.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、当社の定める行使請求書（以下、「行使

請求書」という。）に、行使請求しようとする本新株予約権の内容及び数を表示し、請求年月

日等を記載してこれに記名捺印した上、行使期間中に後記行使請求受付場所に提出しなければ

ならない。 

(2) 本新株予約権を行使しようとする場合は、行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使

に際して出資の目的とされる金銭の全額を後記払込取扱場所の指定の口座に振込むものとす

る。 

(3) 後記行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出したものは、その後これを撤回するこ

とはできない。 

19.本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が後記行使請求受付場所に到着し、かつ第 18

項(2)に定める振込みの入金が確認された日又は本新株予約権を行使する日として行使請求書に記

載された日のいずれか遅いほうの日に発生する。 

20.行使請求受付場所 ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 

アドミニ＆オペレーション部 

21.払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 本店営業部 

22.申込取扱場所 ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 

アドミニ＆オペレーション部 

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

本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容を考慮して、一般的に使用されている株式

オプション価格算定モデルの一つであるブラック・ショールズ・モデルによる算定結果を参考

に、本新株予約権１個あたりの払込金額を167円とした。 

さらに本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は第９項記載のとおりとし、行使価額は

当初、23,930円とした。 

24.剰余金の配当 

剰余金の配当（会社法第 454 条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当

を受領する権利を有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権の行使により交付さ

れた当該普通株式を、当該基準日において発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普

通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。 

25.その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要綱の規程中読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当社は必要な措置を講じる。 

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社

長に一任する。 

 

以 上 


