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第三者割当の方法による種類株式の有利発行および 

新株予約権の付与に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズの管理

運営する法人を割当先とし、平成 18年 11月 30 日を目処として、第三者割当の方法による

種類株式の有利発行および新株予約権の付与（有利な条件による）を行うことを決議いた

しましたのでお知らせします。なお、上記の種類株式および新株予約権の発行は、当社が

平成 18 年 11 月 17 日に開催を予定しております臨時株主総会において、種類株式および新

株予約権のために必要となる定款変更、種類株式の有利発行および新株予約権の付与に関

する議案が承認されること、その他法令の条件を充足することが条件となります。 

 

記 

 

１．第三者割当による種類株式の発行（有利発行） 

詳細は、別紙１「A 種無議決権種類株式発行要項の概要」（6 頁～11 頁）をご参照願いま

す。 

 

２. 第三者割当による新株予約権発行（有利発行） 

詳細は、別紙２「第1回新株予約権発行要項の概要」（12頁～17頁）および別紙３「B種種
類株式の内容」（18頁～22頁）をご参照願います。 

 

以  上 
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【参 考】 

 

１. 発行済株式総数の推移（資本金の推移） 

現在の発行済株式総数 

普通株式 １２，６６２，１００株 

（現在の資本金         ２，９１３，０００，０００円） 

 

今回の増加株式数 

A 種種類株式 ３，２５０，０００株 

（増加資本金 ４２２，５００，０００円） 

（増加資本準備金 ４２２，５００，０００円） 

 

増資後発行済株式総数 

普通株式 １２，６６２，１００株 

A 種種類株式 ３，２５０，０００株 

（増加資本金 ４２２，５００，０００円） 

（増加資本準備金 ４２２，５００，０００円） 

なお、当初の行使価格により新株予約権が全て行使された場合、当社 B種種類株式の株数は 

『３，２５０，０００株』となる予定です。 

 

２. 増資の理由および資金の使途 

（１）増資の理由 
当社は、「快適な生活空間を創造し、提案する」ことを企業使命として、個人住宅からオフィ

ス、ホテル、商業施設、公共施設などの空間作りをインテリアという視点からトータルに提案を

しております。「お客様に商品を買っていただくと同時に満足を買っていただく」ことを経営基

本方針として、市場ニーズを捉えた商品開発、迅速かつ信頼性の高い物流サービスの展開に取り

組んでおります。 
現在、当社が位置するインテリア業界は、市場の成熟化・長引く原油価格の高騰によるコスト

アップなどの環境下にあり、競争は激しさを増しております。また、オフィス関連業界において

も新規参入企業が増加している状況で、当社としても一層の競争力強化を図る必要性が高まって

おります。こうした状況下で、足元の業績動向は売上が前年実績を下回る結果となっており、一

刻も早く収益力の強化を果たし、株主への還元を図ることが喫緊の課題となっております。 
一方、こうした課題の解決には、現状の体制においては資金面・人材面での補強が前提となる

と認識しております。収益力強化にあたっては、見本帳発行や商品力強化に伴う物流設備投資な

どにおいて資金面の手当が不可欠であります。しかしながら、当社の有利子負債は、現時点での

収益力に比べて過大でもあり、借入金による調達は財務体質の悪化を招くことから、資本性の高

い安定的な資金調達を図る必要があります。また、人材面でも優秀な人材をタイムリーに確保す

るためには、当社と連携するビジネスパートナーの支援を受けることが有効策であると判断する

に至りました。 
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このような背景において、当社は、投資ファンドの持つ資金提供機能や企業支援機能を活用す

ることを基本方針と致しました。具体的には、株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ（JWP）
の管理運営する法人に対して第三者割当増資を行い、所要資金を調達するとともに、同社と連携

して企業価値の向上に向けての活動を一層強力に推進することと致しました。当社は JWP の掲

げる「出資先経営陣との信頼関係を前提とした協働的アプローチ」といった基本的投資スタンス

に注目し、協議を重ねて参りました。また、ＪＷＰの理解のもとに第三者割当先の持株比率はマ

イノリティに止め、発行する株式も種類株式とすることで、当面の株式の希薄化を防止し、既存

株主の皆様にも極力ご負担をおかけしないよう配慮いたしました。 
今回の JWP の資本参加により、当社は増資による調達資金を、より成長性を高める施策への

資金として充当し、事業拡大のスピードを速めることが可能となります。また、JWP に新株予

約権を付与し、将来の追加資金が必要となるタイミングで更なる事業性資金や M&A 資金として

タイムリーな資金調達が可能となりました。また、JWP の経営サポートも得ることで、より効

率的で強固な収益体制を構築し、企業価値の向上とそれに伴う株主への還元を実行して参る所存

であります。 
 
（２）資金の使途 

本件の第三者割当増資により、収益力強化のための事業資金として安定的な調達を図るもので

あります。また、自己資本の充実および、財務基盤の強化にも寄与するものであります。 
当該増資の手取額（概算８３０百万円）による調達資金の使途につきましては、商品アイテム

増強に伴う見本帳投資やそれに伴う物流体制の強化投資・営業力強化や経営効率改善のためのデ

ータベース構築を骨子とした情報システム投資など、今後の事業拡大のための資金として充当す

る予定であります。なお、詳細につきましては、決定次第お知らせする予定であります。 
 
（３）業績および配当の見通し 

今回の増資に伴い、平成１８年８月３０日に公表いたしました平成１８年１２月期決算短信に

記載の業績予想からの変更はございません。 

 
３. 発行価額の決定方法 

本件種類株式の発行価額および本新株予約権の払込金総額の決定にあたっては、当社の資金調

達の必要度合や代替調達手段との比較などの検討を行い、またＪＷＰとの協議も踏まえて決定致

しました。 
 
４. 種類株式の転換について 

２００６年１１月末を目処に発行されるＡ種種類株式については、発行後２年経過後に行使可能

となる普通株式を対価とする取得請求権が付されております。当該取得請求権を行使することによ

る普通株式１株あたりの取得価格については、１株あたりのＡ種種類株式の発行価額の８０％を下

限に下方修正条項が付されていることから、取得請求権行使時点においての当社の株価動向によっ

ては、株式の希薄化が生じる可能性があります。 
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また、割当先には新株予約権を付与し、この新株予約権の行使により発行されるＢ種種類株式に

ついても、Ａ種種類株式発行後２年経過後かつＢ種種類株式発行後６ヶ月経過後以降に行使可能と

なる普通株式を対価とする取得請求権が付されております。当該取得請求権を行使することによる

普通株式１株あたりの取得価額については、新株予約権の行使価格の８０％を下限とした下方修正

条項が付されており、同様に株式の希薄化の可能性があります。 
一方、ＪＷＰの理解のもとに株式の希薄化を極力回避する観点から、Ａ種・Ｂ種種類株式につい

て金銭を対価とする取得条項が付されております。また、別途、割当先と合意する金額により、当

社側でも当該種類株式を買受ける権利を有しております。当社としても、種類株式が将来普通株式

に転換することによる希薄化回避は重要な課題であり、将来の業績動向や市場環境・当社の財務状

況などを総合的に判断して、可能な限り当社による種類株式の取得を行ってまいりたいと考えてお

ります。 
 

５. 株主への利益配分 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要政策のひとつと考えており、安定的な配当の維持を

基本に、経営基盤の強化に必要な内部留保の確保などを総合的に勘案し、利益配分を実施していき

たいと考えております。 

なお、現在の重要課題は、早期の収益構造の改善であると認識しております。  

 

６. 割当種類株式の譲渡報告に関する事項等 

種類株式の譲渡については、当社の取締役会の承認を必要とすることとなっておりますが、種類

株式につきましては、普通株式を対価とする取得請求権が行使されるまでの期間において、割当先

にて継続保有することを合意済みです。また、種類株式に付与された普通株式を対価とする取得請

求権が行使された場合に割当先が取得する当社普通株式を市場または証券会社以外に売却する場

合、当社に対して事前通知を行うこと、ならびにその場合において、当社が同条件以上の買取先を

斡旋する場合は、割当先は当社が指定する買取先に売却することを合意しております。 

 

７. 今後の増資についての考え方 

今後の事業展開ならびに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討してまいります。 

 

８. 日程（予定） 

平成１８年 ９月 ６日（水） 種類株式および新株予約権発行決議取締役会 

平成１８年１１月１７日（金） 臨時株主総会決議 

平成１８年１１月３０日（木） 種類株式および新株予約権発行申込期日 

平成１８年１１月３０日（木） 種類株式および新株予約権発行払込期日 
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９. 過去３ヶ月間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

（１）エクイティ・ファイナンスの状況 

当該事項はありません。 

（２）過去３決算期および直前の株価の推移 

 平成 15 年 12 月期 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 

始値 100 円 189 円 298 円 308 円

高値 219 円 363 円 328 円 409 円

安値 94 円 186 円 275 円 230 円

終値 191 円 298 円 306 円 276 円

株価収益率 5.71 倍 10.52 倍 － －

（注）１．平成１８年１２月期の株価については、平成１８年９月５日現在で表示しております。 

２．株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期末の１株式当たり当期純利益で

除した数値であります。なお、平成１７年１２月期については、当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。 

 

10. 割当先及び割当先を管理運営する会社の概要 

割当先の名称 合同会社ＬＹコーポレーション（仮称 設立未了）  

割当株数 3,250,000 株 

払込金額 845,000,000 円 

会社名 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 

本店所在地 東京都千代田区有楽町 1-7-1 

代表者の氏名 佐藤 雅典 

資本の額 270,000,000 円 

割
当
先
を
管
理
運
営
す
る
会
社
の
内
容 

事業内容 企業年金、保険会社、銀行等、国内投資家のみの資金

で組成されたファンドを運営しております。 

出資関係 該当事項はありません。 

取引関係等 該当事項はありません。 

設備の賃貸借関係 該当事項はありません。 

当
社
と
の
関
係 

役員の兼務関係 該当事項はありません。 

 



別紙 １ 

A種無議決権種類株式発行要項の概要 
 
 

(1) 株式の名称 A 種無議決権種類株式（以下「本種類株式」という。） 
 

(2) 発行株式数 3,250,000 株 
 

(3) 発行可能株式総数 3,250,000 株 
 

(4) 払込金額 1 株につき 260 円 
 

(5) 払込金額の総額 845,000,000 円 
 

(6) 資本組入額 1 株につき 130 円 
 

(7) 資本組入額の総額 422,500,000 円 
 

(8) 発行方法、割当先 
及び株式数 

第三者割当の方法により、JWP の管理運営する法人に全株式を割り当
てる。 
 

(9)  単元株の定め ・本種類株式の 1 単元の株式の数は、1,000 株とする。 
・当会社は、1 単元に満たない株式数を表示した本種類株式にかかる 

株券を発行しない。 
・本種類株主は、単元未満株式の買増請求権を有しない。 
 

(10) 払込期日 2006 年 11 月 30 日（木）（予定） 
 

(11) 剰余金の配当 優先配当 
当会社が剰余金の配当を行う場合、当会社は、本種類株式を有する

株主（以下「本種類株主」という。）又は本種類株式の登録質権者（以
下「本種類株式登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主
（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録質権者（以下「普通
株式登録質権者」という。）に先立つ剰余金の配当は行わない。但し、
当会社は、払込期日を含む事業年度にかかる定時株主総会において剰
余金の配当が決議される場合は、普通株主又は普通株式登録質権者へ
の剰余金の配当に先立ち、本種類株主に対し、普通株主又は普通株式
登録質権者に対して普通株式 1 株につき配当する額に払込期日から事
業年度の末日までを分子とし、365 日を分母とする数を乗じた額を配当
る。なお、1 円未満の端数を生じた場合には切り捨てるものとする。す

 
  参加条項 

当会社が剰余金の配当をするときは、本種類株主又は本種類株式登
録質権者に対し、本種類株式 1 株につき、普通株主又は普通株式登録
質権者に対して普通株式 1 株につき支払う額と同額を、普通株主又は
普通株式登録質権者と同順位にて支払う。但し、払込期日を含む事業
年度にかかる定時株主総会において決議される普通株主又は普通株式
登録質権者に対する剰余金の配当については、本種類株主に対する配
当は行わない。 
 

(12) 残余財産の分配 当会社の残余財産を分配するときは、本種類株式 1 株につき、普通株
主又は普通株式登録質権者に対して普通株式 1 株につき分配する額と
同額を、普通株主又は普通株式登録質権者と同順位にて分配する。 
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別紙 １ 
 

(13) 自己株式の取得 当会社は、会社法第 156 条以下の手続に従い、いつでも本種類株主と
合意する金額で本種類株式を買受けることができる。 
 

(14) 議決権 本種類株主は、株主総会において、議決権を有しない。但し、会社の
組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲
渡又は解散に関わる事項については、株主総会において特に議決権を
有する。 
 

(15) 株式の併合等 当会社は、本種類株式について、以下に定める場合を除き、株式の併
合、分割、株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。 

a) 当会社が当会社の普通株式について併合、分割又は株式無償割当
（以下「普通株式の分割等」という。）を行う場合  普通株式の
分割等と同一比率での本種類株式の併合、分割又は無償割当 

b) 当会社が当会社の普通株式について新株予約権無償割当（以下「普
通株式の新株予約権無償割当」という。）を行う場合  普通株式
の新株予約権無償割当と同一比率での本種類株式の新株予約権無
償割当 

 
(16) 取得請求権 

a)普通株式を対価と
する取得請求権 
 

(ｲ) 本種類株主は、本項に定める条件に従い、当会社に対して、当会
社の普通株式の交付と引換に本種類株式を取得することを請求
することができる。 

(ﾛ) 本種類株式を取得することを請求することができる期間 
本種類株主が当会社に対して本種類株式を取得することを請求
することができる期間は、2008 年 11 月 30 日からとする。 

(ﾊ) 本種類株式を取得することと引換えに交付する株式の種類 
当会社普通株式 

  (ﾆ) 取得と引換えに交付により発行すべき普通株式数 
本種類株式の取得と引換えに発行すべき普通株式数は、次のとお
りとする。 
 

本種類株主が取得請求のために提出した 
本種類株式の払込金額の総額 

取得と引換えに 
発行すべき 
普通株式数 

= 
取得価額 

 
取得により発行すべき普通株式数の算出に際し、1 株未満の端数
が生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金による調整は行
わない。 
 

  (ﾎ) 取得価額 

  
 

i) 当初取得価額 
当初取得価額は、260 円とする。 

 
  ii) 取得価額の調整 

① 本種類株式の払込期日以降、それぞれ以下のとおり、取
得価額を調整する。 

(i) 本種類株式の取得請求権行使前 90 取引日目に始まる
90 取引日のジャスダック証券取引所における当会社の
普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）
の平均値（終値のない日を除く。以下、「普通株式時価」
という。）が当初取得価額を下回る場合、当該平均値
を調整後取得価格とする。ただし、平均値の計算は、
円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四
捨五入する。また、かかる平均値が 208 円を下回る場
合には、208 円（以下「下限取得価額」という。）を
調整後取得価格とする。 
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(ii) 株式の分割により当会社の普通株式を発行する場
合、以下の算式により取得価額（前記(i)の下限取得
価額を含む。 
以下(iii)及び(vi)において同じ。）を調整する。 

 
株式分割前発行済株式数 調 整 後 

取得価額 
＝

調 整 前 
取得価額 

×
株式分割後発行済株式数 

 
調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日
の翌日以降、これを適用する。但し、株主総会の決議事
項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発
行する旨取締役会で決議する場合で、当該決議をする
株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための
株主割当日とする場合には、調整後取得価額は、当該
決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適
用する。 

 
なお、上記但書において、株式の分割のための株主割
当日の翌日から当該株主総会の終結の日までに取得を
なした者に対しては、次の算出方法により、当会社の普
通株式を新たに発行する。 

 
（調整前取得価額－調整後取得価額）×調整前取得価額

をもって取得により当該期間内に発行された株式数 株式数 = 
調整後取得価額 

  
(iii) 当会社の普通株式の株式併合を行うときは、以下の

算式により取得価額を調整する。但し、以下の算式
においては、自己普通株式の数を含まないものとす
る。 

 
併合前発行済株式数 調 整 後

取得価額
＝

調 整 前
取得価額

×
併合後発行済株式数 

 
調整後取得価額は、株式併合の効力発生日以降、これ
を適用する。 

 
(iv) 調整前取得価額を下回る払込金額又は処分価額をも

って普通株式を発行又は自己普通株式を処分する場
合（但し、株式の分割、普通株式が交付される株式
若しくは取得請求できる株式の取得請求又は新株予
約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の
行使による場合を除く。）には、次の算式（以下「取
得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。

 
 

    新規発行 
 普通株式数 × 1株当たりの払込

金額 
調整後 調整前 

（既発行普通株式数

－自己普通株式数）

＋
  調整前取得価額 

取得価額 ＝ 取得価額 × （既発行普通株式数－自己普通株式数）＋新規発行普通株

式数 
 

 
調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割
当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 
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なお、自己普通株式処分の場合には、取得価額調整式に
おける「新規発行普通株式数」は「処分自己普通株式数」、
「1 株当たりの払込金額」は「1 株当たりの処分価額」、「自
己普通株式数」は「処分前自己普通株式数」とそれぞれ読
み替える。 

(v) 調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式に取
得請求される株式を発行又は処分する場合には、か
かる株式の払込期日に、また、株主割当日がある場
合はその日に、発行又は処分される株式すべてが取
得されたものとみなし、取得価額調整式において「1
株当たりの払込金額」としてその株式の取得価額を
使用して計算される額を調整後取得価額とする。 
調整後取得価額は、その払込期日の翌日以降、また、
株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適
用する。但し、当該発行又は処分される株式の取得
価額がその払込期日又は株主割当日において確定し
ない場合、調整後取得価額は、取得価額が決定され
る日（以下、本(v)において「取得価額決定日」とい
う。）に、発行又は処分される株式すべてが取得請求
されたものとみなし、当該取得価額決定日の翌日以
降これを適用する。 
なお、当会社が所有する、調整前取得価額を下回る
価額をもって普通株式の交付と引換えに取得請求さ
れる株式を処分する場合には、取得価額調整式にお
ける「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、
「1 株当たりの払込金額」は「1 株当たりの処分価額」
とそれぞれ読み替える。 

(vi) 取得価額調整に使用する普通株式時価を下回る価額
をもって当会社の普通株式の交付を請求することが
できる新株予約権を発行する場合には、かかる新株
予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合は
その日に、発行される新株予約権すべてが行使され
たものとみなし、取得価額調整式において「1 株当
たりの払込金額」としてその新株予約権の行使によ
り発行される普通株式 1 株当たりの払込金額を使用
して計算される額を調整後取得価額とする。 
調整後取得価額は、その発行日の翌日以降、また、
株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適
用する。但し、当該新株予約権の行使価額がその発
行日又は株主割当日において確定しない場合、調整
後取得価額は、新株予約権の行使価額が決定される
日（以下、本(vi)において「行使価額決定日」という。）
に、発行される新株予約権すべてが行使されたもの
とみなし、当該行使価額決定日の翌日以降これを適
用する。 

 
② 当会社は、上記①に掲げた事由によるほか、次の(i)又は(ii)

のいずれかに該当する場合には、取締役会が①に準じた
調整として合理的と判断する取得価額に調整するものと
する。 

(i) 合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少
のために取得価額の調整を必要とする場合 

(ii) 上記(i)のほか、当会社の発行済株式数の変更又は変
更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の
調整を必要とする場合 

 
③ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価
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額が適用される前日において有効な取得価額とする。 
 

④ 取得価額調整式で使用する既発行普通株式数及び自己普通
株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当
日がない場合は調整後取得価額を適用する日の前日におけ
る当会社の発行済普通株式数及び自己普通株式数とする。 

 
⑤ 取得価額の調整のために取得価額調整式を用いて計算を行

う場合には、円単位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2
位を四捨五入する。 
 

(ﾍ) 取得価額調整式を用いて計算を行った結果、調整後取得価額と調
整前取得価額の差額が 1 円未満にとどまるときは、取得価額の調
整を行わない。但し、その後、取得価額の調整を必要とする事由
が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調
整前取得価額に代えて調整前取得価額から、この差額を差し引い
た額を適用する。上記(ﾎ)により取得価額の調整を行うときは、当
会社は、書面によりその旨並びにその事由、調整前取得価額、調
整後取得価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の
前日までに本種類株主に通知する。但し、適用の日の前日までに
通知を行うことができない場合には、以降速やかに通知する。 

 
  (ﾄ) 取得請求受付場所 

リリカラ株式会社 総務部 
 

  (ﾁ) 取得請求の効力発生 
取得請求の効力は、取得請求書及び本種類株式の株券が上記(ト)
に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。 

 

 b)金銭を対価とする
取得請求権 
 

本種類株主は、当会社に対して、2009 年 11 月 30 日以後、以下の条件に従
い、当該種類株 1 株につき普通株式時価、または当該種類株式 1 株にかか
る払込金額のいずれか大きい金額によりその保有する本種類株式を取得
することを請求することができる。 
 

  (ｲ) 累積の取得請求上限株数は、当該種類株の払込期日から 3 年目の
応当日以降 4 年目の応当日まではその保有する種類株式の 50%、
当該種類株の払込期日から 4 年目の応当日以降 5 年目の応当日ま
では 75%、当該種類株の払込期日から 5年目の応当日以降は 100%
とする。 

 
  (ﾛ) 本種類株式の金銭を対価とする取得請求権に基づく当会社によ

る本種類株式の取得総額は、その上限を 1,098,500,000 円とし、
下限を取得請求権の行使の対象となる本種類株式にかかる払込金
額の総額とする。 

 
(ﾊ) 本種類株主は、会社法第 461 条の範囲を超えて、当会社に対し、

本種類株式の取得を請求することはできないものとする。 
 

  

(ﾆ) 取得請求受付場所 
リリカラ株式会社 総務部 
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(ﾎ) 取得請求の効力発生 
取得請求の効力は、取得請求書及び本種類株式の株券が上記(ﾆ)
に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。 

 
(17) 普通株式を対価と

する取得条項 
(ｲ) 当会社は、2012 年 11 月 30 日（以下「強制取得日」という。）に

おいて、本種類株式を取得（以下「強制取得」という。）するこ
とができる。但し、本種類株主が強制取得日以前に第 16 項 a)又
は同項 b)に従い取得請求権を行使した場合は、取得請求権を行使
済の当該本種類株式についてはこの限りではない。 

 
(ﾛ) 本種類株式と引き換えに交付する財産の内容 

 当会社普通株式 
 
(ﾊ) 強制取得と引換に交付する株式の数 

 本種類株式の強制取得と引換えに本種類株主に対して交付する株式
の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1 株未
満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。 
 

 
本種類株主が保有する本種類株式の払込金額の総額 

 
交付する株式数 

 
= 

強制取得価額 
 
(ﾆ) 強制取得価額 

 強制取得価額は、強制取得日に先立つ 90 取引日目に始まる 90 取引
日のジャスダック証券取引所における当会社の普通株式の毎日の普
通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）
とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、
その小数第 2 位を四捨五入する。 

 
本種類株式を譲渡するには、当会社の取締役会の承認を要する。 
 

(18) 本種類株式の譲渡 
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第 1 回新株予約権発行要項の概要 

 

1. 募集新株予約権の名称 

リリカラ株式会社第 1 回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。） 

2. 本新株予約権の払込金総額 

金 5,000,000 円 

3. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数またはその数の算定方法 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類   当社 B 種無議決権種類株式 

詳細は、別紙３「B 種種類株式の内容」を参照願います。 

(2) 本新株予約権の目的である株式の数またはその数の算定方法   

① 本新株予約権 1 個の目的である株式の数の算定方法は、金 18,850,000 円

を行使価額（以下に定義する。）で除した数とする。 

② 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たな

い端数がある場合、これを切り捨てる。 

4. 発行する新株予約権の総数 

50 個 

5. 新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個あたり金 100,000 円とする。 

6. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権１個あたり金 18,850,000 円  

7. 行使価額 

行使価額は、当初 290 円とし、以下の調整に服するものとする。 

(1) 本新株予約権発行後、当社 B 種種類株式（B 種種類株式が最初に発行される

までの間は普通株式）の分割（当社普通株式の無償割当を含む。）又は併合を

する場合は、次の算式（以下、「行使価額調整式」という。）により行使価額

を調整し、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

株式分割・株式併合前の発行済株式数 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

株式分割・株式併合後の発行済株式数 
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(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。 

調整後行使価額は、株主割当日の翌日以降これを適用する。但し、一定の

議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が

行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための

株主割当日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の

翌日以降これを適用する。 

なお、上記但書に定める場合において、株式の分割のための株主割当日の

翌日から当該株主総会の終結の日までに本新株予約権を行使した（かかる

本新株予約権の行使により発行又は移転される株式の数を、以下「承認前

行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、次に定める算式により

算出される株式数につき、本種類株式を新規発行又は移転する。この場合

に 1 株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（調整前行使価額－調整後行使価額） × 承認前行使株式数
発行株式数 ＝ 

調整後行使価額 

 

(3) 上記(1)及び(2)に定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、当社普通

株式の併合を行う場合、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減

少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、

必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

(4) 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、行使価額の調整は行わない。 

(5) 行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額適用日の前日までに、

必要な事項を新株予約権者に公告又は通知する。ただし、当該調整後行使価

額適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速

やかに公告又は通知するものとする。

8. 新株予約権の割当日及び払込期日 

2006 年 11 月 30 日（予定） 

9. 新株予約権を行使することができる期間 

割当日から 3 年間とする。 

10. 新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権はその一部の行使はできない。 
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11. 新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、これを発行しないものとする。 

12. 譲渡制限 

本新株予約権の譲渡を行うに当たっては、当社の取締役会の決議を要するものとする。 

13. 新株予約権の行使により新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 

(1) 本新株予約権の行使により新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 40 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額

の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により新株式を発行する場合において増加する資本準

備金の額は、当該資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の

額を減じた額とする。 

14. 当社を消滅会社とする合併、又は当社の権利義務を他の会社に承継させる新設分割若

しくは吸収分割、当社を完全子会社とする株式交換若しくは株式移転に基づく本新株

予約権に代わる新株予約権の交付及び当該新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権に代わる新株予約権が交付される場合 

(i) 当社による合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）に関する

合併契約が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当該合併について当社の取締役会決議がなされた場合）、

当社は、新株予約権者に対しその旨及び当該合併の効力発生日につ

いて本新株予約権の要項に従い通知を行い、かつ、当該合併が中止

されない限り、合併後存続又は設立する会社（以下、「存続会社」と

いう。）をして、当該合併の効力発生日直前における新株予約権者に

対し、当該本新株予約権の代わりに存続会社の株式を目的とする新

株予約権（以下「存続会社の新株予約権」という。）を交付せしめる

ものとする。 

(ii) 当社による新設分割又は吸収分割（本新株予約権に代えて他の会社

の新株予約権を交付する場合に限る。）に関する新設分割計画又は吸

収分割契約が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は、当該新設分割又は吸収分割について当社の取締役会決

議がなされた場合）、当社は、新株予約権者に対しその旨及び当該新

設分割又は吸収分割の効力発生日について本新株予約権の要項に従

い通知を行い、かつ、当該新設分割又は吸収分割が中止されない限
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り、当該他の会社（以下「承継会社」という。）をして、当該新設分

割又は吸収分割の効力発生日直前における新株予約権者に対し、当

該本新株予約権の代わりに承継会社の株式を目的とする新株予約権

（以下「承継会社の新株予約権」という。）を交付せしめるものとす

る。 

(iii) 当社が株式交換又は株式移転により他の会社（以下「完全親会社」

という。）の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合

（株主総会決議が不要の場合は、当該株式交換又は株式移転につい

て当社の取締役会決議がなされた場合）、当社は、新株予約権者に対

しその旨及び当該株式交換又は株式移転の効力発生日について本新

株予約権の要項に従い通知を行い、かつ、当該株式交換又は株式移

転が中止されない限り、完全親会社をして、当該株式交換又は株式

移転の効力発生日直前における新株予約権者に対し、当該本新株予

約権の代わりに完全親会社の株式を目的とする新株予約権（以下「完

全親会社の新株予約権」という。）を交付せしめるものとする｡ 

(2) 交付される新株予約権の内容 

上記(1)に基づき存続会社、承継会社又は完全親会社が交付する新株予約権

の内容は以下のとおりとする。 

(i) 交付される新株予約権の数 

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生

直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。 

(ii) 新株予約権の目的たる株式の種類 

存続会社の新株予約権については本種類株式と実質的に同一の条項

及び条件で発行される存続会社の種類株式、承継会社の新株予約権

については本種類株式と実質的に同一の条項及び条件で発行される

承継会社の種類株式、完全親会社の新株予約権については本種類株

式と実質的に同一の条項及び条件で発行される完全親会社の種類株

式とする。 

(iii) 新株予約権の目的たる株式の数 

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の条件等を

勘案の上、合理的調整がなされた数とする。 

(iv) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又は

その算定方法 

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生

直前において有効な本新株予約権の行使価額に準じて決定し、上記

7.に準じた調整がなされるものとする。 

(v) 新株予約権の行使期間 
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当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生

日以降とする。 

(vi) 新株予約権の行使の条件 

上記第 10 項に準じた条件とする。 

(vii) 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 

上記第 13 項に準じて決定する。 

(viii) 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、それぞれ存続会社、承継会社又は完全

親会社の取締役会の承認を受けなければならない。 

15. 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、当社の定める行使請求書に必

要事項を記載してこれに記名捺印した上、これを行使請求期間中に第 17 項

に定める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請求しようとする場合、前号の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払込をなすべき額の全額を現金にて第

18 項に定める払込取り扱い場所の当社が指定する口座に振り込むものとす

る。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が第 17 項

に定める行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際し

て払込をなすべき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. 株券の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 

17. 行使請求受付場所 

リリカラ株式会社 総務部 

18. 本新株予約権の払込価額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 新宿西口支店 

19. 本新株予約権の募集の方法 

第三者割当の方法により、本新株予約権すべてを、JWP の管理運営する法人に割当て

る。 
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20. 法令又は規則の改正に伴う取扱い 

本新株予約権の発行日後、株券の発行又は新株予約権に関連する会社法その他の日本

の法令又は規則の規定につき改正が行われた場合には、当社は、当該改正後の会社法

その他の日本の法令又は規則の規定及び本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の

取扱いについて、当社が適切と判断する方法により、必要な措置を講ずることができ

るものとする。 
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B種種類株式の内容 
  

(1) 株式の名称 B 種無議決権種類株式（以下「本種類株式」という。） 
 

(2) 発行可能株式総数 3,250,000 株  
 

(3) 単元株の定め ・本種類株式の 1 単元の株式の数は、1,000 株とする。 
・当会社は、1 単元に満たない株式数を表示した本種類株式にかかる 

株券を発行しない。 
・本種類株主は、単元未満株式の買増請求権を有しない。 
 

(4) 剰余金の配当 優先配当 
当会社が剰余金の配当を行う場合、当会社は、本種類株式を有する

株主（以下「本種類株主」という。）又は本種類株式の登録質権者（以
下「本種類株式登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主
（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録質権者（以下「普通
株式登録質権者」という。）に先立つ剰余金の配当は行わない。 
 

(5) 残余財産の分配 当会社の残余財産を分配するときは、本種類株式 1 株につき、普通株
主又は普通株式登録質権者に対して普通株式 1 株につき分配する額と
同額を、普通株主又は普通株式登録質権者と同順位にて分配する。 
 

(6) 自己株式の取得 当会社は、会社法第 156 条以下の手続に従い、いつでも本種類株主と
合意する金額で本種類株式を買受けることができる。 
 

(7) 議決権 本種類株主は、株主総会において、議決権を有しない。但し、会社の
組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲
渡又は解散に関わる事項については、株主総会において特に議決権を
有する。 
 

(8) 株式の併合等 当会社は、本種類株式について、以下に定める場合を除き、株式の併
合、分割、株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。 

a) 当会社が当会社の普通株式について分割、併合又は株式無償割当
（以下「普通株式の分割等」という。）を行う場合  普通株式の
分割等と同一比率での本種類株式の分割、併合又は無償割当 

b) 当会社が当会社の普通株式について新株予約権無償割当（以下「普
通株式の新株予約権無償割当」という。）を行う場合  普通株式
の新株予約権無償割当と同一比率での本種類株式の新株予約権無
償割当 

 
(9) 取得請求権 

a)普通株式を対価と
する取得請求権 
 

(ｲ) 本種類株主は、本項に定める条件に従い、当会社に対して、当会
社の普通株式の交付と引換に本種類株式を取得することを請求
することができる。 

 
(ﾛ) 本種類株式を取得することを請求することができる期間 

本種類株主が当会社に対して本種類株式を取得することを請求
することができる期間は、2008 年 11 月 30 日または本種類株式が
初に発行された日から6ヶ月が経過した日のうち後に到来する

日からとする。 
  

(ﾊ) 本種類株式を取得することと引換えに交付する株式の種類及び
数の算定方法 
当会社普通株式 
 

  (ﾆ) 取得と引換えに交付により発行すべき普通株式数 
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本種類株式の取得と引換えに発行すべき普通株式数は、次のとお
りとする。 
 

本種類株主が取得請求のために提出した 

本種類株式の払込金額の総額 

取得と引換えに

発行すべき 

普通株式数 

= 

取得価額 

 
取得により発行すべき普通株式数の算出に際し、1 株未満の端数
が生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金による調整は
行わない。 
 

  (ﾎ) 取得価額 

  i) 当初取得価額 
当初取得価額は、290 円とする。  

  ii) 取得価額の調整 
① 本種類株式の発行日以降、それぞれ以下のとおり、取得

価額を調整する。 
(i) 本種類株式の取得請求権行使前 90 取引日目に始まる

90 取引日のジャスダック証券取引所における当会社の
普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）
の平均値（終値のない日を除く。以下、「普通株式時価」
という。）が当初取得価額を下回る場合、当該平均値
を調整後取得価格とする。ただし、平均値の計算は、
円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を四
捨五入する。また、かかる平均値が 232 円を下回る場
合には、232 円を調整後取得価格（以下「下限取得
価額」という。）とする。 

(ii) 株式の分割又は無償割当により当会社の普通株式を
発行する場合、以下の算式により取得価額（前記(i)
の下限取得価額を含む。以下(iii)及び(vi)において同
じ。）を調整する。 

 
株式分割又は無償割当前発行済株式

数 
調 整 後 
取得価額 

＝

調 整 前 
取得価額 

×
株式分割又は無償割当後発行済株式

数 
 

調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日
の翌日以降、これを適用する。但し、株主総会の決
議事項の承認を条件として株式の分割により普通株
式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該決
議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割
のための株主割当日とする場合には、調整後取得価
額は、当該決議をした株主総会の終結の日の翌日以
降、これを適用する。 

 
なお、上記但書において、株式の分割のための株主
割当日の翌日から当該株主総会の終結の日までに取
得をなした者に対しては、次の算出方法により、当
会社の普通株式を新たに発行する。 

 
（調整前取得価額－調整後取得価額）×調整前取得価額

をもって取得により当該期間内に発行された株式数 株式数 ＝ 
調整後取得価額 

 
(iii) 当会社の普通株式の株式併合を行うときは、以下の

算式により取得価額を調整する。但し、以下の算式
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においては、自己普通株式の数を含まないものとす
る。 

 
併合前発行済株式数 調 整 後

取得価額
＝

調 整 前
取得価額

×
併合後発行済株式数 

 
調整後転換価額は、株式併合の効力発生日以降、こ
れを適用する。 

(iv) 調整前取得価額を下回る払込金額又は処分価額をも
って普通株式を発行又は自己普通株式を処分する場
合（但し、株式の分割、普通株式が交付される株式
若しくは取得請求できる株式の取得請求又は新株予
約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の
行使による場合を除く。）には、次の算式（以下「取
得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。

 
   新規発行 

 普通株式数 × 1株当たりの払込

金額 
調整後 調整前 

（既発行普通株式数

－自己普通株式数）

＋
  調整前取得価額 

取得価額 ＝ 取得価額 × （既発行普通株式数－自己普通株式数）＋新規発行普通株

式数 
 

調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、また、株主
割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す
る。 
なお、自己普通株式処分の場合には、取得価額調整式
における「新規発行普通株式数」は「処分自己普通株
式数」、「1 株当たりの払込金額」は「1 株当たりの処分
価額」、「自己普通株式数」は「処分前自己普通株式数」
とそれぞれ読み替える。 

(v) 調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式に取
得請求される株式を発行又は処分する場合には、か
かる株式の払込期日に、また、株主割当日がある場
合はその日に、発行又は処分される株式すべてが取
得されたものとみなし、取得価額調整式において「1
株当たりの払込金額」としてその株式の取得価額を
使用して計算される額を調整後取得価額とする。 
調整後取得価額は、その払込期日の翌日以降、また、
株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適
用する。但し、当該発行又は処分される株式の取得
価額がその払込期日又は株主割当日において確定し
ない場合、調整後取得価額は、取得価額が決定され
る日（以下、本(v)において「取得価額決定日」とい
う。）に、発行又は処分される株式すべてが取得請求
されたものとみなし、当該取得価額決定日の翌日以
降これを適用する。 
なお、当会社が所有する、調整前取得価額を下回る
価額をもって普通株式の交付と引換えに取得請求さ
れる株式を処分する場合には、取得価額調整式にお
ける「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、
「1 株当たりの払込金額」は「1 株当たりの処分価額」
とそれぞれ読み替える。 

(vi) 取得価額調整に使用する普通株式時価を下回る価額
をもって当会社の普通株式の交付を請求することが
できる新株予約権を発行する場合には、かかる新株
予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合は
その日に、発行される新株予約権すべてが行使され
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たものとみなし、取得価額調整式において「1 株当
たりの払込金額」としてその新株予約権の行使によ
り発行される普通株式 1 株当たりの払込金額を使用
して計算される額を調整後取得価額とする。 
調整後取得価額は、その発行日の翌日以降、また、
株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適
用する。但し、当該新株予約権の行使価額がその発
行日又は株主割当日において確定しない場合、調整
後取得価額は、新株予約権の行使価額が決定される
日（以下、本(vi)において「行使価額決定日」という。）
に、発行される新株予約権すべてが行使されたもの
とみなし、当該行使価額決定日の翌日以降これを適
用する。 

 
② 当会社は、上記①に掲げた事由によるほか、次の(i)又は(ii)

のいずれかに該当する場合には、取締役会が①に準じた
調整として合理的と判断する取得価額に調整するものと
する。 

(i) 合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少
のために取得価額の調整を必要とする場合 

(ii) 上記(i)のほか、当会社の発行済株式数の変更又は変
更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の
調整を必要とする場合 

③ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価
額が適用される前日において有効な取得価額とする。 

④ 取得価額調整式で使用する既発行普通株式数及び自己普通
株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当
日がない場合は調整後取得価額を適用する日の前日におけ
る当会社の発行済普通株式数及び自己普通株式数とする。 

⑤ 取得価額の調整のために取得価額調整式を用いて計算を行
う場合には、円単位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2
位を四捨五入する。 

 
(ﾍ) 取得価額調整式を用いて計算を行った結果、調整後取得価額と調 

整前取得価額の差額が 1 円未満にとどまるときは、取得価額の調
整を行わない。但し、その後、取得価額の調整を必要とする事由
が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調
整前取得価額に代えて調整前取得価額から、この差額を差し引い
た額を適用する。上記(ﾎ)により取得価額の調整を行うときは、当
会社は、書面によりその旨並びにその事由、調整前取得価額、調
整後取得価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の
前日までに本種類株主に通知する。但し、適用の日の前日までに
通知を行うことができない場合には、以降速やかに通知する。 
 

  (ﾄ) 取得請求受付場所 
リリカラ株式会社 総務部 
 

  (ﾁ) 取得請求の効力発生 
取得請求の効力は、取得請求書及び本種類株式の株券が上記(ﾄ)に
記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。 
 

 b)金銭を対価とする
取得請求権 

本種類株主は、当会社に対して、当該種類株の発行日から、以下の条件に
従い、当該種類株 1 株につき普通株式時価または当該種類株式 1 株にかか
る払込金額のいずれか大きい金額によりその保有する本種類株式を取得
することを請求することができる。 
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別紙 ３ 

  (ｲ) 累積の取得請求上限株数は、当該種類株が 初に発行される日か
ら 3 年目の応当日以降 4 年目の応当日まではその保有する種類株
式の 50%、当該種類株の発行日から 4 年目の応当日以降 5 年目の
応当日までは 75%、当該種類株の発行日から 5 年目の応当日以降
は 100%とする。 

 
  (ﾛ) 本種類株式の金銭を対価とする取得請求権に基づく当会社による

本種類株式の取得総額は、その上限を払込金額の 1.3 倍とし、下
限を取得請求権の対象となる当該種類株の払込金額の総額とす
る。 

 
(ﾊ) 本種類株主は、会社法第 461 条の範囲を超えて、当会社に対し、

本種類株式の取得を請求することはできないものとする。 
 
(ﾆ) 取得請求受付場所 

リリカラ株式会社 総務部  

 

  

(ﾎ) 取得請求の効力発生 
取得請求の効力は、取得請求書及び本種類株式の株券が上記(ﾆ)に
記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。 

 
(10) 普通株式を対価と

する取得条項 
(ｲ) 当会社は、2012 年 11 月 30 日以降の、取締役会が定めた日（以下

「強制取得日」という。）において、本種類株式の一部または全部
を取得（以下「強制取得」という。）することができる。但し、本
種類株主が各強制取得日以前に第 9 項 a)又は同項 b)に従い取得請
求権を行使した場合は、取得請求権を行使済の当該本種類株式に
ついてはこの限りではない。   

 
(ﾛ) 本種類株式と引き換えに交付する財産の内容 
 当会社普通株式 
 
(ﾊ) 強制取得と引換に交付する株式の数 
 本種類株式の強制取得と引換えに本種類株主に対して交付する株

式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1
株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。 

 
当会社が取得を決定した本種類株式の払込金額の総額

 
交付する株式数 

 
= 

強制取得価額 
 
(ﾆ) 強制取得価額 
 強制取得価額は、各強制取得日に先立つ 90 取引日目に始まる 90

取引日のジャスダック証券取引所における当会社の普通株式の毎
日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日
を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位
まで算出し、その小数第 2 位を四捨五入する。 

 
(11) 本種類株式の譲渡 本種類株式を譲渡するには、当会社の取締役会の承認を要する。 
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