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平成22年３月５日 

各      位 

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 太田 功 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号  7571 ） 

問い合わせ先 
取締役執行役員 

経営企画室長   金 木 俊 明 

電 話 番 号 ０３－３３７６－７８７８ 

 

 

第三者割当による新株式(Ａ種優先株式及びＢ種優先株式)の発行 

及び新株予約権の一部消却に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年３月５日開催の当社取締役会において、現物出資(デット・エクイティ・スワッ

プ)によるＡ種優先株式及びＢ種優先株式 (以下、「本優先株式」という。) の発行を行うことを決議

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします 。 

 また、当社が平成 21年９月 25日付「第三者割当による第 1回新株予約権の発行並びにコミットメ

ント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」で発表している新株予約権の一部を買取取得

し、その後消却を行うことを決定しましたので併せてお知らせ致します。 

なお、本優先株式の発行は、平成22年３月26日開催予定の当社臨時株主総会において、本優先株

式の発行に関する定款変更議案が承認されることを条件とします。 

 

記 

Ⅰ 本優先株式の発行要領 

・Ａ種優先株式 
１．募集株式の種類 株式会社ヤマノホールディングス Ａ種優先株式 

２．募集株式の数 １株 

３．払込金額 １株につき100,000,000円 

４. 払込金額の総額 100,000,000 円 

現物出資(デット・エクィティ・スワップ)の払込の方法をとるものと

する。 

５．申込期日 平成22年３月29日（月曜日） 

６．払込期日 平成22年３月29日（月曜日） 

７．増加する資本金の額 50,000,000 円(１株につき 50,000,000 円) 

８．増加する資本準備金の額 50,000,000 円(１株につき 50,000,000 円) 

９．発行方法 第三者割当の方法により、Regis International Holdings S.à r.l.に、

全株式を割り当てる。 

10．現物出資財産の内容 平成 20年9月 26日付株式会社ヤマノホールディングス第２回第１号

無担保社債(他社株償還特約付)に基づく私募社債債権 

私募社債券の額 金611,131,284円のうち金100,000,000円 

(７ページの社債発行要領に記載の2010年９月から2012年９月償還予

定の300,000,000円については期日どおり償還予定) 
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11．剰余金の配当 

(1)優先配当金 

 

ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うとき

は、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたＡ種優先株式の株主(以

下「Ａ種優先株主」という。) 又はＡ種優先株式の登録株式質権者 (以

下「Ａ種優先登録株式質権者」という。) に対して、基準日の最終の

株主名簿に記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」とい

う。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」

という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、下記11.(2)に定める

額の配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を金銭にて支払う。

但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ、当該

剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてＡ種優先配当金の

配当をしたときは、その額を控除した金額とする。 

(2)優先配当金の額 Ａ種優先株式１株あたりのＡ種優先配当金の額は、Ａ種優先株式１

株あたりの払込金額に年率５％を乗じて算出した金額（当該剰余金の

配当の基準日に属する事業年度の初日（但し、当該剰余金の配当の基

準日が2010年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日

とする。）（いずれも同日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日

（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年 365日として日割

計算により算出される金額とし、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。）とする。 

(3)累積条項 ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に

対して支払う１株あたりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末

日を基準日とするＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額

は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額（以下「Ａ種累積未払

配当金」という。）については、当該翌事業年度以降、Ａ種優先配当

金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先

立ち、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して配当する。 

(4)非参加条項 Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先株

式配当金を超えて配当は行わない。 

12．残余財産の分配 

(1) 残余財産の分配額 

 

当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ａ種

優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先株式１株あ

たり下記に定める金額（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）を普

通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、支払う。Ａ種残余財産分配

額は、Ａ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額、(ⅱ) Ａ種累積

未払配当金相当額及び(ⅲ)払込金額相当額に、解散日が属する事業年

度開始日(同日を含む。) から解散日の前日 (同日を含む。) までの期

間に対して年率５％の利率で計算される金額（かかる期間の実日数を

分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、

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。）

の和とする。 

(2)非参加条項 

 

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、

残余財産の分配は行わない。 

13．譲渡制限 Ａ種優先株式について譲渡制限は定めない。 

14．議決権 Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会に

おいて議決権を有しない。 
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15．単元 Ａ種優先株式の１単元の株式数は１株とする。 

Ａ種優先株主は、単元未満株式売渡請求権を有しない。 

16．金銭を対価とする取得請

求権（償還請求権） 

Ａ種優先株主は、2013年９月30日以降いつでも、Ａ種優先株式全部

を下記の定める金額（以下「Ａ種優先株式償還請求価額」という。）

の金銭を対価として取得することを当会社に請求すること（以下「Ａ

種優先株式償還請求」という。）ができる。なお、Ａ種優先株式償還

請求がなされた日における分配可能額を超えて、Ａ種優先株主からＡ

種優先株式の取得の請求が行われた場合、取得するＡ種優先株式は、

抽選、按分比例その他の方法により決定する。「Ａ種優先株式償還請

求価額」は、Ａ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額及び(ⅱ) 払

込金額相当額に払込期日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を

含む。）までの期間に対し年率５％の利率で計算される金額（払込期

日（同日を含む。）から2010年３月末日までの期間及び取得日の直前

に開催された定時株主総会が属する事業年度の初日（同日を含む。）

から取得日の前日（同日を含む。）までの期間については、払込金額

相当額に0.05を乗じ、さらにかかる期間の実日数を分子とし365を分

母とする分数を乗じることにより算出した額とし、上記以外の期間に

ついては、１事業年度毎に払込金額相当額に0.05を乗じることにより

算出する。なお、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。）の和とする。 

17．金銭を対価とする取得条

項（強制償還） 

当会社は、Ａ種優先株式の全部又は一部を、払込期日から１年後の

応当日以降いつでも、当会社の取締役会決議に基づき、Ａ種優先株式

１株につき、下記の定める金額（以下「Ａ種優先株式強制償還請求価

額」という。）の金銭を支払うことと引換えに、Ａ種優先株主又はＡ

種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、取得することができる。

一部を取得するときは、取得すべきＡ種優先株式は、抽選、按分比例

その他の方法により決定する。「Ａ種優先株式強制償還請求価額」は、

Ａ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額及び(ⅱ) 払込金額相当

額に払込期日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）ま

での期間に対し年率５％の利率で計算される金額（払込期日（同日を

含む。）から2010年３月末日までの期間及び取得日の直前に開催され

た定時株主総会が属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日

の前日（同日を含む。）までの期間については、払込金額相当額に0.05

を乗じ、さらにかかる期間の実日数を分子とし 365を分母とする分数

を乗じることにより算出した額とし、上記以外の期間については、１

事業年度毎に払込金額相当額に0.05を乗じることにより算出する。な

お、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。）

の和とする。 

18．普通株式を対価とする取

得請求権 

当社が発行するＡ種優先株式の全部又は一部は、当会社に対して普

通株式を対価とする取得の請求はできないものとする。 

19．株式の分割又は併合、募

集株式の割当てを受ける

権利等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式についての株式

の分割又は併合は行わない。当会社は、Ａ種優先株主に対して、募集

株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無

償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。 

20．その他 上記各項については、平成22年３月26日開催予定の当会社臨時株主

総会において、定款一部変更の件の特別決議による承認決議が成立す

ることを条件とする。 
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・Ｂ種優先株式 

１．募集株式の種類 株式会社ヤマノホールディングス Ｂ種優先株式 

２．募集株式の数 １株 

３．払込金額 １株につき211,131,284円 

４. 払込金額の総額 211,131,284 円 

現物出資(デット・エクィティ・スワップ)の払込の方法をとるものと

する。 

５．申込期日 平成22年３月29日（月曜日） 

６．払込期日 平成22年３月29日（月曜日） 

７．増加する資本金の額 105,565,642 円(１株につき 105,565,642 円) 

８．増加する資本準備金の額 105,565,642 円(１株につき 105,565,642 円) 

９．発行方法 第三者割当の方法により、Regis International Holdings S.à r.l.に、

全株式を割り当てる。 

10．現物出資財産の内容 平成 20年9月 26日付株式会社ヤマノホールディングス第２回第１号

無担保社債(他社株償還特約付)に基づく私募社債債権 

私募社債券の額 金611,131,284円のうち金211,131,284円 

(７ページの社債発行要領に記載の2010年９月から2012年９月償還予

定の300,000,000円については期日どおり償還予定) 

11．剰余金の配当 

(1)優先配当金 

 

ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うとき

は、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたＢ種優先株式の株主(以

下「Ｂ種優先株主」という。) 又はＢ種優先株式の登録株式質権者 (以

下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。) に対して、基準日の最終の

株主名簿に記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」とい

う。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」

という。）に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、下記11.(2)に定める

額の配当金（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を金銭にて支払う。

但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日でかつ、当

該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてＢ種優先配当金

の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。 

(2)優先配当金の額 Ｂ種優先株式１株当たりのＢ種優先配当金の額は、Ｂ種優先株式１

株あたりの払込金額に年率５％を乗じて算出した金額（当該剰余金の

配当の基準日に属する事業年度の初日（但し、当該剰余金の配当の基

準日が2010年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日

とする。）（いずれも同日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日

（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年 365日として日割

計算により算出される金額とし、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。）とする。 

(3)累積条項 ある事業年度においてＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に

対して支払う１株あたりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末

日を基準日とするＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額

は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額（以下「Ｂ種累積未払

配当金」という。）については、当該翌事業年度以降、Ｂ種優先配当

金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先

立ち、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して配当する。 

(4)非参加条項 Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対しては、Ｂ種優先株式配

当金を超えて配当は行わない。 
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12．残余財産の分配 

(1) 残余財産の分配額 

 

当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ｂ種

優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して、Ｂ種優先株式１株あ

たり下記に定める金額（以下「Ｂ種残余財産分配額」という。）を普

通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、支払う。Ｂ種残余財産分配

額は、Ｂ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額、(ⅱ)Ｂ種累積

未払配当金相当額及び(ⅲ)払込金額相当額に、解散日が属する事業年

度開始日(同日を含む。) から解散日の前日 (同日を含む。) までの期

間に対して年率５％の利率で計算される金額（かかる期間の実日数を

分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、

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。）

の和とする。 

(2)非参加条項 Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、

残余財産の分配は行わない。 

13．譲渡制限 Ｂ種優先株式について譲渡制限は定めない。 

14．議決権 

 

Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会に

おいて議決権を有しない。 

15．単元 Ｂ種優先株式の１単元の株式数は１株とする。 

Ｂ種優先株主は、単元未満株式売渡請求権を有しない。 

16．金銭を対価とする取得請

求権（償還請求権） 

Ｂ種優先株主は、2014年９月30日以降いつでも、Ｂ種優先株式全部

を下記の定める金額（以下「Ｂ種優先株式償還請求価額」という。）

の金銭を対価として取得することを当会社に請求すること（以下「Ｂ

種優先株式償還請求」という。）ができる。なお、Ｂ種優先株式償還

請求がなされた日における分配可能額を超えて、Ｂ種優先株主からＢ

種優先株式の取得の請求が行われた場合、取得するＢ種優先株式は、

抽選、按分比例その他の方法により決定する。「Ｂ種優先株式償還請

求価額」は、Ｂ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額及び(ⅱ) 払

込金額相当額に払込期日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を

含む。）までの期間に対し年率５％の利率で計算される金額（払込期

日（同日を含む。）から2010年３月末日までの期間及び取得日の直前

に開催された定時株主総会が属する事業年度の初日（同日を含む。）

から取得日の前日（同日を含む。）までの期間については、払込金額

相当額に0.05を乗じ、さらにかかる期間の実日数を分子とし365を分

母とする分数を乗じることにより算出した額とし、上記以外の期間に

ついては、１事業年度毎に払込金額相当額に0.05を乗じることにより

算出する。なお、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。）の和とする。 

17．金銭を対価とする取得条

項 （強制償還） 

当会社は、Ｂ種優先株式の全部又は一部を、払込期日から１年後の

応当日以降いつでも、当会社の取締役会決議に基づき、Ｂ種優先株式

１株につき、下記の定める金額（以下「Ｂ種優先株式強制償還請求価

額」という。）の金銭を支払うことと引換えに、Ｂ種優先株主又はＢ

種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、取得することができる。

一部を取得するときは、取得すべきＢ種優先株式は、抽選、按分比例

その他の方法により決定する。「Ｂ種優先株式強制償還請求価額」は、

Ｂ種優先株式１株あたり、(ⅰ)払込金額相当額及び(ⅱ) 払込金額相当

額に払込期日（同日を含む。）から取得日の前日（同日を含む。）ま

での期間に対し年率５％の利率で計算される金額（払込期日（同日を

含む。）から2010年３月末日までの期間及び取得日の直前に開催され
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た定時株主総会が属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日

の前日（同日を含む。）までの期間については、払込金額相当額に0.05

を乗じ、さらにかかる期間の実日数を分子とし 365を分母とする分数

を乗じることにより算出した額とし、上記以外の期間については、１

事業年度毎に払込金額相当額に0.05を乗じることにより算出する。な

お、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。）

の和とする。 

18．普通株式を対価とする取

得請求権 

当社が発行するＢ種優先株式の全部又は一部は、当会社に対して普

通株式を対価とする取得の請求はできないものとする。 

19．株式の分割又は併合、募

集株式の割当てを受ける

権利等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式についての株式

の分割又は併合は行わない。当会社は、Ｂ種優先株主に対して、募集

株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無

償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。 

20．その他 上記各項については、平成22年３月26日開催予定の当会社臨時株主

総会において、定款一部変更の件の特別決議による承認決議が成立す

ることを条件とする。 

 

【参 考】 

株式会社ヤマノホールディングス第２回第１号無担保社債(他社株償還特約付)の発行要領 

 

社 債 の 要 項 

 

 株式会社ヤマノホールディングコーポレーション（「発行会社」）が、2008年9月24日に開催した取

締役会の決議に基づき、2008年9月26日（「発行日」）に発行される株式会社ヤマノホールディングコ

ーポレーション第2回1号無担保社債（償還特約付き）（「本社債」）に示す名称の社債に、本社債要項

を適用する。 

 また、本社債の保有者を「本社債権者」という。 

 

１．社債総額 

金711,131,284円 

２．各社債の金額 

本社債の額面は、金211,131,284円と金100,000,000円の２種とする。 

３．社債券の発行 

本社債の社債券は記名式で利札（「利札」）を付して発行される。 

社債券の分割又は併合はしない。 

４．利率 

年1.845％ 

本要項において、本社債に関する上記の利率により支払われる利息額を、以下「利息」と総称する。 

５．発行価格 

額面100円につき金100円とする。 

６．償還価格 

額面100円につき金100円とする。 

７．払込期日（発行日） 

2008年9月26日 
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８．償還の方法および期限 

① 本社債の元金は、下記のとおり、償還する。 

償還金額 償還期日 

金100,000,000円 2009年9月30日 

金100,000,000円 2010年9月30日 

金100,000,000円 2011年9月30日 

金100,000,000円 2012年9月30日 

金100,000,000円 2013年9月30日 

金211,131,284円 2014年9月30日 

(「最終償還期日」) 

② 第①項の規定にかかわらず、本社債権者が、発行会社に対し、最終償還期日の2週間前までに、

元金の一部である金21,700,000円の償還に代えて、発行日において発行済みの株式会社マイス

タイルの普通株式800株の27.1％に相当する株式会社マイスタイルの普通株式（「対象株式」）

217株の譲渡を受ける旨の申出を行った場合には、発行会社は、最終償還期日において、元金の

一部である金21,700,000円の償還に代えて、対象株式を譲渡し、その株券を交付する。この場

合において、発行会社は、その費用および責任において、取締役会の承認決議その他先取特権、

質権、債務の負担のないものとしての対象株式の譲渡に必要な手続を行わなければならない。 

③ 本社債権者の同意がある場合には、本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを

行うことができる。 

④ 本社債の償還期日が銀行営業日でないときは、その支払は直前の銀行営業日にこれを繰り上げ

る。 

９．利息支払の方法および期限 

① 本社債の利息は、本社債の発行日の翌日（同日を含む。）から元金が全額償還されるまでの間、

これを付し（1年を365日とする日割計算により、各社債券につき1円未満の端数を四捨五入し

て計算する。）、最終償還期日において残元金とともに支払う。 

② 本社債の償還期日が銀行営業日でないときは、その支払は直前の銀行営業日に繰り上げて行う。

かかる支払の繰上げに関して利息の減額またはその他の控除は行わない。 

③ 利息を支払うべき期日が銀行営業日でないときは、その支払は直前の銀行営業日に繰り上げて

行う。 

④ 最終償還期日後は、本社債には利息を付さない。ただし、発行会社が繰上償還期日または最終

償還期日に本社債の一部または全部の償還を怠ったときは、発行会社は、当該時点の未償還元

金および経過利息に対して、それぞれ繰上償還期日または最終償還期日の翌日（同日を含む。）

から現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した日から 7日を経過した

日のいずれか早いほうの日（同日を含む。）まで、年14.5％の利率による遅延損害金（1年を365

日とする日割計算により、各社債券につき1円未満の端数を四捨五入して計算する。）を支払う。 

10．支払 

本社債の元金および利息の支払もしくは本要項第 8項第②項に基づく対象株式の譲渡は、発行会社

において本社債券および利札の呈示と引換に行われる。 

11．社債管理者の不設置 

本社債は、会社法第 702条ただし書の要件を満たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は
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設置されていない。 

12．金融商品取引法による届出の免除 

本社債に関しては、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出は行われていない。 

13．投資家数の確認および発行制限 

発行会社は、本社債を含む過去６か月以内に発行された同一種類の社債（本社債と償還期日および

利率が同一の社債をいう。「同種の社債」）について、その社債の口数の合計が50未満であることを

確認するとともに、本社債発行後6か月間は、同種の社債を発行しない。 

14．譲渡制限 

本社債権者は、発行会社の書面による承諾（発行会社は、合理的理由なくして、承諾を留保し、遅

延し又は条件を付してはならない。）がない限り、第三者（本社債権者の関連会社を除く。）に本社

債を譲渡できない。 

15．社債券記載事項 

本社債の社債券には、以下の事項を記載する。 

ａ．発行会社の商号 

ｂ．社債管理者が設置されていない旨 

ｃ．本社債の総額 

ｄ．本社債の各社債の金額 

ｅ．本社債の利率 

ｆ．本社債の償還の方法および期限 

ｇ．本社債の利息の支払方法および期限 

ｈ．期限の利益喪失に関する特約 

ｉ．繰上償還に関する特約 

ｊ．本社債の元利金支払場所 

ｋ．届出免除に関する規定 

ｌ．投資家数の確認および発行制限に関する規定 

ｍ．譲渡制限に関する規定 

ｎ．本社債の社債要項の表示 

ｏ．社債券の記番号および発行日 

ｐ．社債券の形式 

ｑ．本社債の社債権者に対する通知方法および社債券または利札の喪失、毀損もしくは汚染等に関

する規定 

16．社債原簿 

本社債の社債原簿は、発行会社が本社債発行後遅滞なく作成する。社債原簿は発行会社がその本店

に備え置く。 

17．劣後および制限的誓約 

発行会社は、発行会社の関連会社及び特別関係人に対して支払い義務を負っている負債（2008年9

月26日現在の関連会社からのCMS短期借入金のうち皇家科世夢台湾に対する120百万円、（株）ヤ

マノ1909セイビングに対する478百万円の合計598百万円を指す。本項において、以下同じ。）を

自ら又は関連会社が返済するか、もしくは、自ら発行会社の株主に対して配当又はその他の分配

金を支払う前に、本社債の元金300,000,000円を償還する。同金額が買取人に対して償還された後



 9 

は、発行会社及び適用ある範囲においてその子会社は、発行会社の関連会社及び特別関係人に対

して支払い義務を負っている負債と、本社債の残元金とを、同順位ベース（円対円）で返済する。

かかる同順位原則は、発行会社の支払い不能の場合にも適用される。発行会社は、各負債の債権

者から、本１７項の規定を承認し、本項に規定される優先処理に同意する旨の、本社債権者の合

理的要求を満たす形式及び内容の文書を取得しなければならない。 

18．期限の利益喪失事由 

① 発行会社は、発行会社について以下の各号に定める事由（「期限の利益喪失事由」）が一つでも

生じた場合には、本社債の全額につき、何らの手続を要することなく、当然に期限の利益を喪

失する。 

ａ．発行会社が償還期日に元本又は利息の償還をしなかったとき。 

b. 発行会社が本社債要領その他社債に関する規定に含まれる規定又は合意の履行をせず、かつ

かかる不履行が７営業日以上継続するとき。 

c. 次項の期限前償還による対象株式の譲渡を７営業日以上遅滞したとき。 

d．本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済をすることが

できないとき。 

e．社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその

弁済がなされないとき、または第三者のために行った保証債務について履行義務が発生した

にもかかわらず、その履行をすることができないとき。 

f．発行会社について、支払停止または破産手続、民事再生手続、特別清算その他の倒産手続開

始の申立て事由が生じたとき 

g．発行会社が、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算その他の倒産手続開始の申

立てをし、または、解散（合併を除く。）の決議をしたとき。 

h．発行会社の有する預金その他の資産について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通

知が発送されたとき。 

i．発行会社について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算その他の倒産手続の

開始決定がされたとき。 

② 本項に基づき期限の利益を喪失した本社債は、直ちに償還されるものとし、発行日の翌日から

期限の利益を喪失した日（同日を含む。）まで、本要項第4項に定める利率による経過利息を支

払う。期限の利益を喪失した日に弁済の提供がなされなかった場合には、期限の利益を喪失し

た日の翌日（同日を含む。）から現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告

（第③項ただし書による通知を含む。）した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日（同

日を含む。）まで、年14.5％の利率による遅延損害金（1年を365日とする日割計算により、各

社債券につき1円未満の端数を四捨五入して計算する。）が支払われる。 

③ 本社債が本項に基づき期限の利益を喪失した場合には、発行会社は直ちにその旨を本要項第 24

項に定める方法により公告する。ただし、個別に知れたる総社債権者に通知をすることができ

る場合には、この限りでない。 

19．繰上償還に関する特約 

① 発行会社は、本社債について、本社債権者が、発行会社に対し、元金の一部である金21,700,000

円の償還に代えて対象株式２１７株の譲渡を受ける旨の申出を行った場合には、発行会社は、

当該申出を受けた日から2週間を経過した日（発行会社の休業日である場合にはその翌営業日）
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において、元金の一部である金21,700,000円の償還に代えて、対象株式217株を譲渡し、その

株券を交付する。この場合において、発行会社は、その費用および責任において、取締役会の

承認決議その他先取特権、質権、債務の負担のないものとしての対象株式の譲渡に必要な手続

を行わなければならない。 

② 第①項または第②項に基づき繰上償還を行う場合には、発行会社は、その旨を本要項第24項で

定める方法で直ちに公告する。ただし、個別に知れたる総社債権者に通知できる場合にはこの

限りでない。 

20．総額引受人 

本社債の総額引受人は、Regis Netherlands Holdings B.V.である。 

21．社債権者集会 

① 本社債および本社債と同一の種類の社債（以下「本種類の社債」と総称する）の社債権者集会

は、発行会社がこれを招集し、社債権者集会の日の 3週間前までに社債権者集会を招集する旨

および会社法第719条各号所定の事項を公告する。 

② 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 

③ 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、発行会社が有する本種類の社債の金額の合

計額は算入しない。）の 10分の 1以上に当たる本種類の社債の社債権者は、社債権者集会の目

的である事項および招集の理由を記載した書面を発行会社に提出し、本種類の社債の社債権者

集会の招集を請求することができる。 

④ 社債権者集会のための一切の費用は、発行会社が負担する。 

22．社債券の喪失等 

① 本社債の社債券を喪失した者が、その種類、番号および喪失の事由等を発行会社に届け出て、

かつ、公示催告の手続をし、その無効宣言があった後、除権判決の確定謄本を添えて代り社債

券の交付を請求したときは、発行会社はかかる社債券を調製し、その者にこれを交付する。 

② 本社債の社債券を毀損または汚損したときは、その社債券を提出して代り社債券の交付を請求

することができる。ただし、毀損もしくは汚損の程度が大きいときまたは真偽の鑑別が困難な

ときは喪失の場合と同様の取扱いとする。 

23．代り社債券等の調製交付の費用 

代り社債券の調製および交付に要する実費（印紙税を含む。）は、請求する者の負担とする。 

24．公告の方法 

本社債に関し、本社債権者に対して公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本

経済新聞にこれを掲載する。 

25．時 効 

本社債に係る元金支払請求権の消滅時効は、かかる権利が確定的に発生する各償還期日から10年で

ある。本社債に係る利息支払請求権の消滅時効は、かかる権利が確定的に発生する 2011年 9月 30

日から5年である。 

26．準拠法および裁判管轄 

本社債は、日本法を準拠法とし、これに従って解釈される。 

本社債に関する義務の履行地は日本国東京都とする。 

本社債、本社債券または本社債の要項に起因しまたはこれらに関して発行会社と買取人との間に紛

争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 
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Ⅱ 増資の目的及び理由 

１．増資の目的及び理由並びに本増資において内在するリスク 

（１）増資の目的及び理由 

当社グループは、グループ全体のガバナンス、Ｍ＆Ａ戦略の検討・遂行、財務戦略、投資管理及び

グループの事業調整・営業推進等といったグループ経営戦略を結合し、かつ各事業会社が各々の特徴

を活かしたビジネスを展開することを目的として、平成 13年 10月に持株会社体制へと移行し、近年

Ｍ＆Ａにより事業領域を拡大し、各方面へのビジネス展開を図ってまいりました。しかしながら、主

力事業である和装品・宝飾品の市場の縮小や過量販売問題による業界への不信視の影響により、収益

は低調に推移してまいりました。 

当社グループは収益力の回復を目指し、経営理念の原点である｢美道五原則 ― 髪・顔・装い・精神

美・健康美｣に立ち返り、平成20年５月に｢ヤマノホールディングス グループ再建計画｣を策定し、抜

本的な構造改革を行ってまいりました。その具体的な内容は、短期的財務体質の改善並びに安定的な

キャッシュ・フロー創出を目指し「コア事業」、「ノンコア事業」を選定し、「コア事業」については経

営資源の集約化を推進するとともに、「ノンコア事業」については、撤退・規模縮小・資本関係見直し

等を実施し、このグループ再建計画によって収益は大幅に改善されました。しかしながら、昨年度の

リーマン・ショックに端を発する世界不況により、個人消費が著しく落ち込んだ影響等を受け、当社

グループは和装品、宝飾品等の高額商品を中心に売上高は大きく落ち込むこととなり、当社グループ

の業績は平成21年３月期連結会計年度において営業損失は948百万円（前年比+730百万円）、当期純

損失 821百万円（前年比+1,683百万円）を計上いたしました。また、継続して当期純損失を計上した

結果、平成21年３月31日現在の自己資本は503百万円の債務超過となり、平成22年３月期末におい

ても債務超過が解消されない場合には、上場廃止となります。 

このような状況を鑑み、経営環境が大変厳しい状況においては、さらなる経営資源の選択と集中を

推し進め、組織をスリム化し、管理部門の基本機能の集約並びに各事業における販売基盤の共有化す

ることにより、収益力強化を図る必要があると考え、平成21年５月27日付｢当社及び当社連結子会社

の合併に関するお知らせ｣にて公表しておりますとおり、グループ再建計画の次なるステップとして、

当社は平成 21年 10月１日付で当社子会社８社を吸収合併し、純粋持株会社から事業本部体制へ移行

いたしました。 

これらの約 1年半に渡る構造改革を行い、営業コスト・管理コスト全ての経費圧縮を図ってきた結

果、平成22年３月期第３四半期において収益は大幅改善し、当第３四半期累計期間における営業利益

は 55百万円（前年比+752百万円）、経常利益は 19百万円（前年比+622百万円）と、ともに黒字転換

いたしました。しかしながら、平成21年12月31日現在の自己資本は179百万円の債務超過の状態で

あります。 

また、平成21年９月25日付「第三者割当による第1 回新株予約権の発行並びにコミットメント条

項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、美容事業の拡大に向

けた事業資金の調達を目的とし、平成21年10月15日付で新株予約権を発行いたしましたが、当社株

式の株価は、新株予約権の行使価額である33円を下回って推移しており、新株予約権の大量行使が行

われることは難しいと言わざるを得ず、また、当期の利益のみでは債務超過の解消がなされない見通

しであります。 

前述の平成21年10月15日発行の新株予約権には、エクイティ・コミットメント・ライン条項を付

しており、当社にとってより有利な資金調達手段や資本増強手段が出てきた際には、当社が新株予約

権を買取取得することが可能となっておりましたため、新たな資本増強策を検討しておりました。 
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上場を維持し、当社の信用力回復を図るには、資本の増強を行う必要がありますが、普通株式の発

行では、株式価値及び議決権の希薄化を招き、既存株主様の利益を毀損することとなります。本優先

株式は、優先配当があるため、既存株主様に帰属すべき剰余金の減少を伴いますが、株式価値の希薄

化を最小限に抑え、且つ、当社の自己資本を増強するためには、議決権を有しない優先株式の発行が

最適であると考え、優先株式の発行を決議いたしました。 

本優先株式の取得請求につきましては、Ａ種優先株式が2013年９月30日以降、Ｂ種優先株式が2014

年９月30日以降となっており、金銭を対価とするものであり、普通株式対価の取得請求権はないため、

株式の希薄化に配慮したものであります。（Ａ種優先株式とＢ種優先株式に優先順位の設定はございま

せん。） 

割当先であるRegis International Holdings S.à r.l.は株式その他有価証券の投資管理を行ってお

り、Regis Corporationの完全子会社であります。Regis Corporationは、ニューヨーク証券取引所に

上場している、美容サロン、毛髪再生センター、美容教育事業等を経営する、美容業界におけるグロ

ーバルリーダーであり、平成 19年３月 30日付「業務提携及び資本参加に係る基本合意書の締結に関

するお知らせ」にて公表しておりますとおり、当社及び当社連結子会社である株式会社マイスタイル

とRegis Corporationは以下のような提携契約を締結しております。 

①当社の役割 

(a) 当社が有するサロンオペレーションに係るノウハウを、株式会社マイスタイルに対

して提供し、株式会社マイスタイルによる新規出店に向けた立地・商圏分析及び良

好な物件探しを行なう。 

(b) 山野美容専門学校等を含む、当社傘下のヤマノグループの全面的なバックアップに

より、人材（マネジメント及び技術者等を含む。）のリクルーティング及び派遣を行

ないヤマノグループのスケールメリットを活用して株式会社マイスタイルの材料調

達先を斡旋する。 

(c) ヤマノグループのネットワークを利用してM&Aの対象となる買収先のソーシングを

行なう。 

②Regis Corporationの役割 

(a) Regis Corporationのサロンブランドについて、株式会社マイスタイルに対して日本

における独占的ライセンスを5年間与える。 

(b) Regis Corporationが有するサロンチェーンマネジメント及びフランチャイズビジネ

スに係るノウハウを、日本において、株式会社マイスタイルに対して独占的に提供

する。 

(c) 株式会社マイスタイルが一定数の新規出店を行うために、株式会社マイスタイルに

対して必要な資金の提供を行う。 

しかしながら、当社グループは、業務提携契約締結後、売上計上基準の変更等の影響により業績も

悪化したため、美容事業においても不採算店舗の閉鎖等、合理化を優先したことにより、現時点にお

いて実施されている提携業務は、②-(c)Regis Corporationより当社に対する資金提供であり、同社グ

ループは平成 20年９月 26日に当社が発行した第２回第１号無担保社債（株式会社マイスタイルの普

通株式償還特約付）（平成21年 12月 31日現在残高611百万円）により資金を提供しております。ま

た、今後は市場の動向等を踏まえ、②-(b)を実現し、また、美容事業拡大に際し、②-(a)Regis 

Corporationの独占的ライセンスの利用等を行っていく予定であります。 

また、当社の役割として①-(b)を実施しており、株式会社マイスタイルは当社の斡旋による企業よ

り仕入を行っており、今後は美容事業拡大に際し、①-(a)新規出店の立地・商圏分析及び物件探しを

行っていく予定であります。 

今般、当社との業務提携関係を踏まえ、同社に対し現物出資について要請したところ、当社の株式

価値希薄化の低減に関する意向や今後の事業展開についてご理解いただき、社債債権の 611百万円の
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うち311百万円をデット･エクイティ・スワップで優先株式とすることを了承が得ることができ、Regis 

International Holdings S.à r.l.を割当先として本優先株式を発行することといたしました。 

平成20年9月26日付株式会社ヤマノホールディングス第２回第１号無担保社債(他社株償還特約付)

に基づく私募社債債権の現物出資（金 611,131,284円のうちＡ種優先株式 100,000,000円、Ｂ種優先

株式 211,131,284円、残額の 300,000,000円については期日通り償還予定）（デット･エクイティ・ス

ワップ）により、債務超過が解消されることにより、当社の信用力回復が図れ、商材調達面等におい

ての、当社の信用不安による取引金額の上限設定や支払サイト短期化などの取引条件が緩和され、今

後の事業運営及び資金繰りの観点から、さらなる事業の発展がのぞめるものと考えております。また、

社債債務を株式化することにより、社債利息の削減効果が得られるため、損益面における改善が図れ

るとともに、財務面においても事業資金の確保に繋がるものであります。 

なお、本優先株式の発行は、平成22年３月26日開催予定の当社臨時株主総会において、本優先株式

の発行に関する定款変更議案が承認されることを条件とします。 

 

（２）第三者割当による新株式(優先株式)発行というスキームを選択した理由 

前述「（１）増資の目的及び理由」に記載のとおり、平成 21年 12月 31日現在において、当社は自

己資本が179百万円の債務超過となっており、平成22年３月期末までに債務超過の状態を解消しなか

った場合、上場廃止となります。また、当期の利益のみでは債務超過の解消がなされない見通しであ

るため、上場を維持し、当社の信用力回復を図るには、資本の増強を行う必要がありますが、普通株

式の発行では、株式価値及び議決権の希薄化を招き、既存株主様の利益を毀損することとなります。

本優先株式は、優先配当があるため、既存株主様に帰属すべき剰余金の減少を伴いますが、議決権は

有しないことから、株式価値の希薄化を最小限に抑え、且つ、当社の自己資本を増強するために、現

状における最善のスキームであると考え、優先株式の発行を決議いたしました。本優先株式の取得請

求につきましては、Ａ種優先株式が 2013年９月30日以降、Ｂ種優先株式が 2014年９月30日以降で

あり、金銭を対価とするものであり、普通株式対価の取得請求権はないため、普通株式の希薄化は生

じません。 

また、割当先であるRegis International Holdings S.à r.l.は株式その他有価証券の投資管理を行

っておりRegis Corporationの完全子会社であります。Regis Corporationは、ニューヨーク証券取引

所に上場している、美容サロン、毛髪再生センター、美容教育事業等を経営する、美容業界における

グローバルリーダーであり、平成19年３月30日付「業務提携及び資本参加に係る基本合意書の締結

に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、当社とは提携関係にあり、当社の事業内容につい

ても深くご理解いただいております。 

当社が、平成22年３月末までに債務超過が解消されない場合上場廃止となること、今後の事業展開

のためにも、自己資本を増強し信用力の回復を図る必要があることから、支援を要請したところ、ご

協力いただけることとなりました。 

本優先株式の発行により、相互の事業拡充に向けこれまで以上に緊密な関係を築くことは、両社に

とって企業価値の向上に繋がると考えております。 

なお、本優先株式の発行は、平成22年３月26日開催予定の当社臨時株主総会において、本優先株式

の発行に関する定款変更議案が承認されることを条件とします。 
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（３）内在するリスク 

①取引継続の拒絶及び取引先の喪失リスク 

臨時株主総会において、定款一部変更の件が承認されず、当社の自己資本が回復しなかった場合、

当社が通常の事業継続を行うために必要な取引の大部分が拒絶されるリスクがあります。 

 

２．調達する資金の額及び使途 

平成20年9月26日付株式会社ヤマノホールディングス第２回第１号無担保社債(他社株償還特約付)

に基づく私募社債債権の現物出資（金 611,131,284円のうちＡ種優先株式 100,000,000円、Ｂ種優先

株式211,131,284円）（デット･エクイティ・スワップ）のため、調達する資金はありません。 

 

３．発行条件等の合理性 

（１）発行価額の算定根拠 

当社は、割当先であるRegis International Holdings S.à r.l.と協議及び検討した結果、普通株式

への転換請求権がないため第三者割当によるＡ種優先株式の発行価額は、1株につき100,000,000円及

びＢ種優先株式は、211,131,284円で決定いたしました。 

 

（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 

本優先株式は、株式価値の希薄化を最小限に抑えるために、議決権を有しないものとなっております。

また、本優先株式の取得請求につきましては、Ａ種優先株式が2013年９月30日以降、Ｂ種優先株式が

2014年９月30日以降であり、金銭を対価とするものであり、普通株式対価の取得請求権はないため、

普通株式の希薄化は生じません。 

なお、本優先株式の発行は、平成 22年３月 26日開催の臨時株主総会における定款一部変更の承認

を前提としております。 

 

４．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

・Ａ種優先株式及びＢ種優先株式                  （平成21年12月31日現在） 

① 商 号 Regis International Holdings S.à r.l. 

② 事 業 内 容 株式その他有価証券の投資管理 

③ 設 立 年 2009年9月 

④ 本 店 所 在 地 560A , Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg  

⑤ 代表者の役職・氏名 
Eric Bakken及びRandy Pearce（Category A Managers） 

Christophe Fender及びLuc Sunnen（Category B Managers） 

⑥ 資 本 金 の 額 6.807千ユーロ 

⑦ 発 行 済 株 式 数 6,807,000株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 ６月30日 

⑨ 従 業 員 数 該当なし 

⑩ 大株主及び持株比率 Regis Corporation 100%  
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資 本 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 

親会社であるRegis Corporationとの間で平成19
年３月30日に業務提携契約を締結しております。 
平成20年９月26日付株式会社ヤマノホールディ
ングス第２回第１号無担保社債(他社株償還特約
付)に基づく私募社債債権を保有しております。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

⑪ 当 社 と の 関 係 等 

関連当事者へ
の 該 当 状 況 

該当事項はありません。 

⑫ 最近３年間の業績 
新設会社であり、まだ事業年度が完了しておらず、決算値実績はあ

りません。 

 

（２）割当先を選定した理由 

当社は、債務超過解消及び上場維持のため、早急に資本増強を行う必要があります。 

割当先であるRegis International Holdings S.à r.l.は株式その他有価証券の投資管理を行ってお

りRegis Corporationの完全子会社であります。Regis Corporationは、当社の業務提携先であり、平

成20年９月26日付株式会社ヤマノホールディングス第２回第１号無担保社債の引受先がRHS 

Netherlands Holdings B.V.でした。RHS Netherlands Holdings B.V.は、当該社債を、本優先株式の

割当先となるRegis International Holdings S.à r.l.に、優先株式発行前までに譲渡する予定であり

ます。Regis Corporationは、ニューヨーク証券取引所に上場している、美容サロン、毛髪再生センタ

ー、美容教育事業等を経営する、美容業界におけるグローバルリーダーであり、平成19年３月30日

付「業務提携及び資本参加に係る基本合意書の締結に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、

当社とRegis Corporationは「Ⅱ.１．（１）増資の目的及び理由」に記載している内容の提携契約を

締結しております。 

現時点において実施されている提携業務は、Regis Corporationより当社子会社に対する資金提供で

あり、同社グループは平成 20年９月 26日に当社が発行した第２回第１号無担保社債（他社株償還特

約付）（平成 21年 12月31日現在残高611百万円）により資金を提供しております。また、今後は市

場の動向等を踏まえ、Regis Corporationからのサロンチェーンマネジメント及びフランチャイズビジ

ネスに係るノウハウの提供を実現し、また、美容事業拡大に際し、Regis Corporationの独占的ライセ

ンスの利用等を行っていく予定であります。 

今般、当社が、平成22年３月末までに債務超過が解消されない場合上場廃止となること、今後の事

業展開のためにも、自己資本を増強し信用力の回復を図る必要があることから、社債債権の611百万

円のうち311百万円をデット･エクイティ・スワップで優先株式とすることを要請したところ、ご協力

いただけることとなりました。 

本優先株式の発行により、相互の事業拡充に向けこれまで以上に緊密な関係を築くことは、両社に

とって企業価値の向上に繋がると考えており、また、Regis Corporation及びRegis International 

Holdings S.à r.l.は、反社会的勢力との一切の関係が無い旨、第三者機関に依頼して行った調査にお

いても確認ができていることから、Regis International Holdings S.à r.l.を割当先として選定いた

しました。 
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（３）割当先の保有方針 

割当先とは保有方針に関する契約書等の書面を交わしてはおりませんが、優先株式の現金対価の取

得請求につきましては、請求権が発生する日以降の当社の業績や両社の事業関係等を踏まえ、経営状

況を踏まえ、取得請求の判断を行うとの意向を伺っております。また、割当先との間につきましては、

発行日(平成22年３月29日)より２年間において、本優先株式の全部又は一部を譲渡した場合には、

直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日等を当社に書面で通知するとの内諾を得

る予定であります。 

 

５．募集後の大株主及び持株比率  

（１）普通株式 

募集前 
（平成21年９月30日現在） 

残存の新株予約権が全部行使された場合(スト
ックオプションを除く) 

㈱ヤマノネットワーク 33.49％ ㈱ヤマノネットワーク 36.01％

山野彰英 10.21 
マイルストーン・キャピタルマネジ
メント㈱ 

19.05 

YHC取引先持株会 3.62 山野彰英 6.28 

マイルストーン・キャピタルマネジメン
ト㈱ 

2.89 YHC取引先持株会 2.23 

YHC従業員持株会 2.39 今永建三 1.52 

山野サミット 1.81 YHC従業員持株会 1.47 

㈱オリエントコーポレーション 1.71 山野サミット 1.12 

石塚三郎 1.23 ㈱オリエントコーポレーション 1.06 

柴田 守 1.04 石塚三郎 0.76 

ウライ㈱ 1.04 柴田 守 0.64 

(注)１．上記の持株比率には、平成17年6月29日定時株主総会決議のストックオプション344,000
株は含まれておりません。また、上記に反映させた潜在株式は、平成21年10月15日付発
行した新株予約権の株式の数13,470,000株であります。 

  ２．Ａ種優先株式及びＢ種優先株式は、普通株式への転換請求権がないため上記には、反映し
ておりません。 

   ３．上記大株主構成等は、平成21年9月30日現在の株主名簿を基準に作成いたしました。 

 

（２）Ａ種優先株式 

募集前(平成22年３月５日現在) 募集後 

該当事項なし Regis International Holdings S.à r.l. 100.0％ 

 

（３）Ｂ種優先株式 

募集前(平成22年３月５日現在) 募集後 

該当事項なし Regis International Holdings S.à r.l. 100.0％ 

 



 

 17 

６．業績への影響の見通し 

 本優先株式の発行による業績への影響はございませんが、平成22年３月期連結及び個別業績につき

ましては、本日付｢業績予想の修正に関するお知らせ｣にて公表しております。 

なお、債務超過を解消し上場を維持することで、当社の信用力回復が図れ、中長期的な観点から企

業価値の向上および財務基盤の強化に資するものであると考えております。 

 

７．企業行動規範上の手続き 

本優先株式の発行は、希薄化が生じないため、ジャスダック証券取引所の定める「上場企業の企業行

動に関する規範」上の手続は必要ないと考えております。 

 

８．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）                       （単位：百万円） 

決 算 期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

売 上 高 66,892 64,581 49,016 

営 業 利 益 △1,935 △1,679 △948 

経 常 利 益 △772 △1,067 △809 

当 期 純 利 益 △747 △2,505 △821 

１株当たり当期純利益（円） △33.55 △112.01 △36.72 

１株当たり配当金（円） 5.00 0.00 0.00 

１株当たり純資産（円） 138.35 15.67 △20.81 

 

（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22年３月５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 25,907,058株 100.0％ 

現時点の転換価額（行使価
額）における潜在株式数 

13,814,000株 53.3％ 

下限値の転換価額（行使価
額）における潜在株式数 

― ― 

上限値の転換価額（行使価
額）における潜在株式数 

― ― 

  (注)１．上記潜在株式数の内 344,000株は、希薄化効果を有しないストックオプションの残高で
あります。 

 ２．本日消却する事を決定しました新株予約権による潜在株式数は上記に含まれておりませ
ん。また、平成21年10月15日付発行した新株予約権の残高は、13,470,000株でありま
す。 

 

（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 第三者割当によるＡ種優先株式の発行 

発 行 期 日 平成22年３月29日 

発 行 株 式 数 1株 

調 達 資 金 の 額 現物出資によるものであり、資金の調達はありません。 

割 当 先 Regis International Holdings S.à r.l. 
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② 第三者割当によるＢ種優先株式の発行 

発 行 期 日 平成22年３月29日 

発 行 株 式 数 1株 

調 達 資 金 の 額 現物出資によるものであり、資金の調達はありません。 

割 当 先 Regis International Holdings S.à r.l. 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 第三者割当による新株式発行  

発行期日 平成21年３月30日 

調達資金の額 91,001,000円（差引手取概算額） 

発行価額 

１株当たり 55円 
なお、当該新株式の発行に係る取締役決議の直前営業日（平成
21年３月12日）の株式会社ジャスダック証券取引所が公表し
た終値 59円を基準として最近の当社の業績や株価の変動状況
等を考慮し、ディスカウント率（6.7%）等を割当先との交渉の
結果、決定しております。 

募集時における発行済株式数 22,388,858株 

当該増資による発行株式数 1,818,200株 

募集後における発行済株式数 24,207,058株 

割当先 株式会社ヤマノネットワーク 

資金の使途 当社子会社の事業資金及び子会社社債の償還 

支出時期 平成21年４月～６月 

現時点における資金の充当状況 スポーツ事業における事業資金として充当しております。 

 

② 第三者割当による第１回新株予約権の発行 

発行期日 平成21年10月15日 

募集時における発行済株式数 24,207,058株 

調達資金の額 955,308,112円（差引手取概算額） 

募集時点における潜在株式数 行使価額33円における潜在株式数: 最大30,320,000株 

資金の使途 
美容事業における既存店リニューアル費用 
経理・販売システム統合費用 
美容事業における新規出店費用 

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   2,425
個、株式会社ヤマノネットワーク607個 

現時点における行使状況 行使済株式総数: 1,700,000株 

支出時期 平成21年10月～平成23年10月 

現時点における資金の充当状況 
当初の資金使途どおりに、新株予約権の払込額4,748,112円及
び行使金額 56,100千円を美容事業における既存店リニューア
ル費用に充当しております。 
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（５）最近の株価の状況 

①過去３年間の状況 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

始値 458円 220円 116円 

高値 468円 240円 131円 

安値 203円 95円 26円 

終値 210円 123円 59円 

 

②最近６ヶ月の状況 

 
平成21年 

９月 
10月 11月 12月 １月 ２月 

始値 39円 38円 31円 24円 26円 24円 

高値 61円 39円 33円 34円 27円 44円 

安値 36円 29円 23円 24円 23円 19円 

終値 38円 31円 23円 27円 23円 28円 

 

③発行決議日直前における株価 

平成22年３月４日 

始値 33円 

高値 33円 

安値 31円 

終値 31円 

 

９．その他重要な契約等 

 該当事項はありません。 

 

 

Ⅲ 新株予約権の消却 

１．取得及び消却対象となる本新株予約権 

（１）取得及び消却する銘柄 株式会社ヤマノホールディングス第１回新株予約権 

（２）取得及び消却する数  1,515個(下記(３)記載の取得及び消却日においてマイルストーン・キ

ャピタル・マルジメント株式会社に割当てた残存する新株予約権2,255

個のうち1,515個) 

（３）取得及び消却日    平成22年３月８日 

（４）消却後の残存する個数 株式会社ヤマノネットワーク607個 

              マイルストーン・キャピタル・マルジメント株式会社740個 

              (本日付「新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ」にて公表したとお

り、平成22年３月８日付でマイルストーン・キャピタル・マルジメン

ト株式会社から今永建三氏へ60個を譲渡いたします。よって同社の残

存する個数は、680個となります。) 



 

 20 

２．取得及び消却する理由 

当社は、平成21年９月25日付「第三者割当による第1 回新株予約権の発行並びにコミットメント

条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、平成21年10

月15日付で新株予約権を発行しております。その調達資金は、当社グループの美容事業における既存

店舗リニューアル及び新規出店費用として充当予定でありましたが、新株予約権の行使により調達予

定であった10億円に対し、平成22年３月５日現在においては56百万円の権利行使となっているため、

来期以降の出店計画を見直すことといたしました。当初計画では中国への新規出店約20店舗、国内へ

の新規出10店舗であった計画を、提携を予定していた中国企業との最終条件が折り合わず、中国市場

への進出を一旦保留とすることを決定いたしましたが、来期以降の当社グループにおける美容事業の

収益計画に影響することとなるため、出店条件等を勘案し、国内への出店予定数を５店舗増やし15店

舗の出店計画へと修正いたしました。美容事業は、創始者山野愛子の原点であるとともに、現在当社

グループにおいても大きく収益を上げている事業であります。平成20年５月のグループ再建計画策定

以降、不採算店舗の閉鎖・統合を進め、さらに接遇マナー研修等によるサービスの向上などに努め、

当第３四半期期累計期間においては営業利益69百万円を計上いたしました。しかしながら店舗閉鎖に

より既存顧客の減少や新規顧客の獲得機会ロスが生じている状況にもあり、新規出店によって既存顧

客の維持及び新規顧客の獲得を図り、今後美容事業を拡大していくことは、当社グループの事業基盤

を強固なものとするために当社グループにとって必要不可欠であるものと考えております。 

しかしながら、当該新株予約権の発行以後、当社の株価は行使価額の33円を下回って推移している

ことから、新株予約権の権利行使が進んでおらず、結果的に新規出店に充当する資金が調達できてお

りません。これは既存株主利益の希薄化により株価が順次下落していった結果であると同時に、当該

新株予約権の行使が進んでいないことから、債務超過が解消できず当社が上場廃止となるリスクが顕

在化しつつあることを受けたものだと考えております。その点、割当先のマイルストーン・キャピタ

ル・マネジメント株式会社は、純投資を目的として新株予約権を引き受けており、当社の株価が行使

価額を下回っている場合、大量行使を行うことは難しいと言わざるを得ません。一方、割当先の株式

会社ヤマノネットワークは当社の筆頭株主でありますが、同社が保有する新株予約権は約２億円相当

であり、平成21年９月末当時の当社の債務超過額は507百万円であったため、同社が全額を権利行使

しても、債務超過の解消は見込まれず、また、出店計画の実現に必要な資金の全てを賄うこともでき

ないため、全額の権利行使によって結果的に既存株式の希薄化だけが進行するのを避けるため、権利

行使が進んでおりませんでした。 

これらの状況を踏まえ当社は、美容事業の新規出店に必要な440百万円相当の新株予約権を残し、当

初調達予定であった10億円のうち５億円相当の新株予約権を消却することといたしました。本優先株

式の発行により債務超過を解消することで当社の上場が維持され、新株予約権の一部消却により潜在

的な株式の希薄化も低減することから、当社としても新株予約権の割当先や譲渡先に対して交渉を通

じて権利行使が進むよう働きかけます。このことにより、残存する新株予約権が行使され、修正後の

出店計画につきましては実現できるものと考えております。 

本優先株式の発行に際しては、当社の株価や潜在的な株式の希薄化を考慮すると、当該新株予約権全

てを消却すべきでありますが、上述のとおり当社グループの事業基盤強化に向けた来期以降の美容事

業新規出店計画のためには新株予約権の残存相当額を現金にて資金調達する必要があります。しかし、

本優先株式は、現物出資(デット・エクイティ・スワップ)のため新たに現金を調達できるものではな

く、また、現在当社が債務超過の状況にあるため金融機関からの借入等により調達することも実質不
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可能であります。それに加え、本優先株式の発行、及び現在見込んでいる平成22年３月期の当期純利

益の計上によって、債務超過が解消される見込みではありますが、社債債権611百万円全額の現物出

資(デット・エクイティ・スワップ)ではなく、その一部の311百万円にとどまることから、平成22年

３月度において、天候不順等の突発的な要因による業績の急激な悪化や、業績の悪化に伴う減損損失

等の発生による利益の縮小・損失の拡大等によって、債務超過の解消が難しくなった場合に備える必

要があると判断しております。万が一そういった状況に陥った場合には、割当先である株式会社ヤマ

ノネットワークが新株予約権の権利行使をする予定であると伺っており、当社としては、債務超過を

解消することが可能と考えております。 

したがいまして、事業拡大のための資金調達の必要性によるもの、及び突発的な要因により業績が悪

化した際の債務超過解消の手段として、当該新株予約権の全額消却ではなく５億円相当を残さざるを

得ませんでしたが、潜在的な株式の希薄化の規模を可能な限り低減させるために、今般の新株予約権

の一部取得及び消却を決議いたしました。 

当社は、平成22年２月３日付でマイルストーン・キャピタル・マルジメント株式会社に対し新株予

約権の一部取得を仮通知しておりましたが、本日開催の取締役会において、新株予約権の取得及び消

却が決議されたことにより本日付で新株予約権取得通知を確定通知し、平成22年３月８日付で新株予

約権の１個あたりの発行価格1,566円に取得する新株予約権の個数1,515個を乗じた価格である

2,372,490円を支払うことで、消却を行います。 

当社が債務超過を解消し、当社の財務状況や業績の改善によって将来的に当社株式の株価が33円を

著しく上回ることとなった場合など、当社及び既存株主様にとって、より有利となる資金調達手段が

可能となった際は、残存する新株予約権の取得及び消却を行ったうえ、上記の出店計画に基づく新規

出店に必要な資金の調達については、その時点における時価のファイナンスや、金融機関からの借入

など、株式の希薄化を考慮し、既存株主様の権利を尊重したスキームによる資金調達を選択すること

を考えております。 

以 上 

（ご参考） 

修正出店計画 

時期 使途 金額 

平成22年４月 
～平成22年９月予定 

新規出店５店舗 
(神奈川県２店舗、千葉県２店舗、埼玉県1店舗) 

約150百万円 

平成22年10月 
～平成23年２月予定 

新規出店５店舗 
(大阪府２店舗、兵庫県２店舗、広島県1店舗) 

約150百万円 

平成22年９月 
～平成23年２月予定 

新規出店５店舗 
(埼玉県２店舗、千葉県１店舗、大阪府２店舗) 

約140百万円 

 合 計 約440百万円 

新株予約権の行使による払込は、原則として新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使によ

り調達する調達時期は、新株予約権の行使状況により決定されます。そのため、新規出店の最終決定

の詳細は、現時点では未定であり、行使により払込のなされた時点で具体的に決定いたします。 

また、修正出店計画の進捗状況については、四半期決算短信等にてお知らせいたします。 

 


