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平成２３年１２月２７日 

各      位 

会 社 名 株式会社メガネスーパー 

代表者名 代表取締役社長 齋藤 正和 

（ＪＡＳＤＡＱ･コード３３１８） 

問合せ先 取締役ＩＲ・ＰＲ担当 佐藤 進 

（TEL．０４６５－２４－３６１１） 

 

第三者割当による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の 

発行日等の変更等に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年 11 月 18 日付「第三者割当による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の発

行、定款の一部変更、主要株主、主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動並びに代表取締役及び取締役の異

動に関するお知らせ」（以下「本お知らせ」といいます。）及び平成 23 年 12 月９日付「（訂正）「第三者割当によ

る劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の発行、定款の一部変更、主要株主、主要株主である筆頭

株主及び支配株主の異動並びに代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について」のとおり、

平成 23 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において、第三者割当によるＡ種劣後株式の発行（以下「本第三者割

当増資」といいます。）及び新株予約権付ローンに係る第１回新株予約権、第２回新株予約権、第３回新株予約

権及び第４回新株予約権（以下「本新株予約権」と総称します。）の発行（以下「本新株予約権発行」といい、

本第三者割当増資と併せて「本第三者割当増資等」といいます。）を行うこと等について決議いたしましたが、

本日開催の臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会（以下「本株主総会」と総称します。）において、平

成 23 年 12 月 26 日付「臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会における修正動議に関するお知らせ」に

て公表いたしました内容の修正動議（以下「本修正動議」といいます。）が提出され、本修正動議により修正さ

れた各議案が承認可決され、また、本日付でＡ種優先株式に係る種類株主総会において定款の一部変更に関する

議案が承認されました。これを受け、本株主総会終了後に開催された当社取締役会において、Ａ種劣後株式の払

込期日及び本新株予約権の割当日等の変更を決議いたしました（以下「本変更決議」といいます。）ので、お知

らせいたします。 

 

なお、Ａ種優先株式の優先株主である有限会社ビック商事の代表取締役でもある当社代表取締役会長田中邦興

氏は、本第三者割当増資等につき特別の利害関係を有する可能性があると判断し、当該各議案の審議及び決議に

参加しておりません。 

記 

 
Ⅰ．本株主総会の決議について 

本株主総会において、招集通知記載の各議案の内容について議長より説明がなされた後、当社の支配株主で

ある田中邦興氏より、本修正動議に係る提案がなされました。かかる提案を受け、本修正動議により修正され

た各議案（以下「本修正議案」と総称します。）について採決がなされたところ、本修正議案はいずれも承認

可決されました。なお、本修正議案の承認可決により各議案に係る原案は否決されたものとして取り扱われま

した。 
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上記のとおり、本修正議案は本修正動議により修正されたものですので、その具体的内容につきましては、

平成 23 年 12 月 26 日付「臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会における修正動議に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

 

【ご参考】 

本株主総会において議決権を有する株主数：  6,940 名 

当該株主の議決権数：           136,665 個 

 
Ⅱ．本変更決議について 

１．本変更決議を行った理由 

当社は、平成 23 年 12 月 26 日付「臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会における修正動議に関

するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、本修正動議の内容に賛同していたものであり、本修正動議に

より修正された各議案が本株主総会において承認可決されたことを受け、本変更決議を行ったものです。 

 

２．本変更決議の内容 

第１号議案  第三者割当によるＡ種劣後株式発行に係る要項変更の件 

本株主総会において、Ａ種劣後株式の払込期日等を変更する旨の修正動議により修正された議案が可決

されたことを受け、Ａ種劣後株式に係る申込期日及び払込期日を平成 24 年１月 31 日とする等の変更を行

うものです。 

 
第２号議案  第三者割当による新株予約権発行に係る要項変更の件 

本株主総会において、本新株予約権の割当日等を変更する旨の修正動議により修正された議案が可決さ

れたことを受け、①本新株予約権の行使に際し出資される財産となる貸金元本債権に係る金銭消費貸借契

約の締結日を平成 24 年１月 30 日とし、②本新株予約権の行使期間の開始日を平成 24 年１月 31 日とし、

③本新株予約権の割当日を平成 24 年１月 31 日とする等の変更を行うものです。 

 

３．変更内容 

本変更決議に伴う本お知らせの変更箇所については、別紙１をご参照下さい。 

また、本変更決議に伴う「Ａ種劣後株式発行要項」並びに「第１回新株予約権発行要項」、「第２回新株予

約権発行要項」、「第３回新株予約権発行要項」及び「第４回新株予約権発行要項」の変更箇所については、

別紙２乃至別紙６をご参照下さい。 

 

Ⅲ．今後の見通しについて 

本第三者割当増資等に係る本株主総会の承認決議及び当社取締役会の本変更決議を受けて、当社は、今後１

月 31 日における本第三者割当増資等の実行に向けて、棚卸資産の過誤に起因する過年度決算修正に関して、

必要となる対応を行ってまいります。 

なお、かかる不適切な会計処理に係る過年度決算に与える影響額及び今後の修正方法等、並びに平成 21 年

４月期以降平成 24 年４月期第２四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書並びに決算短信に係る確定及

び修正作業の状況につきましては、平成 23 年 12 月 26 日付「棚卸資産の過誤の修正及び過年度決算修正の可

能性について」をご参照下さい。 
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別紙１．（本お知らせの変更箇所） 

 

平成23年11月18日付「第三者割当による劣後株式及び新株予約権付ローンに係る新株予約権の発行、

定款の一部変更、主要株主、主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動 

並びに代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」の変更箇所 

（変更箇所には下線を付しております。） 

 

【５ページ】 

（変更前） 

（３） 財務再構築の具体的内容 

①本第三者割当増資及び新株予約権付ローンによる割当予定先からの資金調達 

（中略） 

なお、本第三者割当増資等の実行は、平成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社の臨時株主総会及び普

通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及びＢ種劣後株式の追

加を内容とする定款の一部変更に関する議案の承認、上記臨時株主総会における第三者割当の方法に

よるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、本新株予約権

の発行に係る金融商品取引法による届出の効力発生、並びに下記にその詳細を記載する全取引金融機

関からの既存の借入等の条件変更又は借換えに係る契約の締結等を条件としております。 

（中略） 

イ 新株予約権付ローン 

当社は、割当予定先に対してＢ種劣後株式を新株予約権の目的とする本新株予約権を発行し、か

つ当該割当予定先との間で平成 23 年 12 月 27 日付で金銭消費貸借契約（以下総称して「本ローン契

約」といい、個別に下記「Ⅳ．第三者割当によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行に関する事

項 １．募集の概要 （２）本新株予約権の概要」で定義する第１回ローン契約、第２回ローン契約、

第３回ローン契約及び第４回ローン契約を指します。）を締結する予定です。本新株予約権の行使期

間は割当日である平成 23 年 12 月 28 日から約３年４ヶ月後である平成 27 年４月 30 日であり、Ｂ種

劣後株式１株あたり当初64円の行使価額により本ローン契約に基づく貸金元本債権の全部又は一部

（以下総称して「本ローン元本債権」といい、個別に下記「Ⅳ．第三者割当によるＡ種劣後株式及

び本新株予約権の発行に関する事項 １．募集の概要 （２）本新株予約権の概要」で後に定義する

第１回ローン元本債権、第２回ローン元本債権、第３回ローン元本債権及び第４回ローン元本債権

を指します。）を現物出資の財産として本新株予約権を行使することができます。 

（後略） 

 

（変更後） 

（３） 財務再構築の具体的内容 

①本第三者割当増資及び新株予約権付ローンによる割当予定先からの資金調達 

（中略） 

なお、本第三者割当増資等の実行は、平成 23 年 12 月 27 日に開催された当社の臨時株主総会及び普

通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及びＢ種劣後株式の追

加を内容とする定款の一部変更に関する議案（各原案の修正案を含む。）の承認、上記臨時株主総会に

おける第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各

議案（各原案の修正案を含む。）の承認、並びに下記にその詳細を記載する全取引金融機関からの既存

の借入等の条件変更又は借換えに係る契約の締結等を条件としており、同臨時株主総会及び普通株式

に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会において当該承認を得ております。 



 
 

4

（中略） 

イ 新株予約権付ローン 

当社は、割当予定先に対してＢ種劣後株式を新株予約権の目的とする本新株予約権を発行し、か

つ当該割当予定先との間で平成 24 年１月 30 日付で金銭消費貸借契約（以下総称して「本ローン契

約」といい、個別に下記「Ⅳ．第三者割当によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行に関する事

項 １．募集の概要 （２）本新株予約権の概要」で定義する第１回ローン契約、第２回ローン契約、

第３回ローン契約及び第４回ローン契約を指します。）を締結する予定です。本新株予約権の行使期

間は割当日である平成 24 年１月 31 日から約３年３ヶ月後である平成 27 年４月 30 日であり、Ｂ種

劣後株式１株あたり当初64円の行使価額により本ローン契約に基づく貸金元本債権の全部又は一部

（以下総称して「本ローン元本債権」といい、個別に下記「Ⅳ．第三者割当によるＡ種劣後株式及

び本新株予約権の発行に関する事項 １．募集の概要 （２）本新株予約権の概要」で後に定義する

第１回ローン元本債権、第２回ローン元本債権、第３回ローン元本債権及び第４回ローン元本債権

を指します。）を現物出資の財産として本新株予約権を行使することができます。 

（後略） 

 

【７ページ以下】 

（変更前） 

また、本ローン契約につきましては、以下の概要で契約・実行する予定となっております。 

a 第１回ローン契約 

借入人 株式会社メガネスーパー 

貸付人及び 

貸付元本額 

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間
転売制限付分除外少人数投資家向け 280,897,920円 

契約締結日 平成 23 年 12 月 27 日 

貸付実行日 平成 23 年 12 月 28 日 

満期日 平成 29 年 12 月 27 日（一括返済） 

任意期限前弁

済 
借入人の任意により第１回ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。 

新株予約権の

行使 

第１回新株予約権が行使され、第１回ローン元本債権が出資された場合、行使

された第１回新株予約権に係る第１回ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ

当社に給付されたものとみなす。 

担保提供 
借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借

入人が取得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等 

その他 

第１回新株予約権と第１回ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるよ

うな仕組みとしています。 

１ 第１回ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、第

１回ローン元本債権の全部が消滅した日以降、第１回新株予約権の行使は

できないものとする。また、割当予定先との契約により、第１回ローン元

本債権の一部が返済その他の理由により消滅した場合、当社は、当該消滅

額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める予定である。

２ 第１回ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行され

なかった場合、第１回新株予約権の行使はできないものとする。 

３ 譲渡による第１回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る当社の承認を要するものとする。また、第１回ローン契約において、第

１回ローン契約に係る貸付人は、第１回ローン元本債権を譲渡額に応じて
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決定される一定の数の第１回新株予約権とともにしか譲渡できない旨を定

める予定であり、事実上、第１回ローン元本債権と第１回新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。 

 

b 第２回ローン契約 

借入人 株式会社メガネスーパー 

貸付人及び 

貸付元本額 
AP Cayman Partners II, L.P. 196,015,680円 

契約締結日 平成 23 年 12 月 27 日 

貸付実行日 平成 23 年 12 月 28 日 

満期日 平成 29 年 12 月 27 日（一括返済） 

任意期限前弁

済 
借入人の任意により第２回ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。 

新株予約権の

行使 

第２回新株予約権が行使され、第２回ローン元本債権が出資された場合、行使

された第２回新株予約権に係る第２回ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ

当社に給付されたものとみなす。 

担保提供 
借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借

入人が取得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等 

その他 

第２回新株予約権と第２回ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるよ

うな仕組みとしています。 

１ 第２回ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、第

２回ローン元本債権の全部が消滅した日以降、第２回新株予約権の行使は

できないものとする。また、割当予定先との契約により、第２回ローン元

本債権の一部が返済その他の理由により消滅した場合、当社は、当該消滅

額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める予定である。

２ 第２回ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行され

なかった場合、第２回新株予約権の行使はできないものとする。 

３ 譲渡による第２回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る当社の承認を要するものとする。また、第２回ローン契約において、第

２回ローン契約に係る貸付人は、第２回ローン元本債権を譲渡額に応じて

決定される一定の数の第２回新株予約権とともにしか譲渡できない旨を定

める予定であり、事実上、第２回ローン元本債権と第２回新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。 

 

c 第３回ローン契約 

借入人 株式会社メガネスーパー 

貸付人及び 

貸付元本額 
Japan Ireland Investment Partners 170,353,920円 

契約締結日 平成 23 年 12 月 27 日 

貸付実行日 平成 23 年 12 月 28 日 
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満期日 平成 29 年 12 月 27 日（一括返済） 

任意期限前弁

済 
借入人の任意により第３回ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。 

新株予約権の

行使 

第３回新株予約権が行使され、第３回ローン元本債権が出資された場合、行使

された第３回新株予約権に係る第３回ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ

当社に給付されたものとみなす。 

担保提供 
借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借

入人が取得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等 

その他 

第３回新株予約権と第３回ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるよ

うな仕組みとしています。 

１ 第３回ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、第

３回ローン元本債権の全部が消滅した日以降、第３回新株予約権の行使は

できないものとする。また、割当予定先との契約により、第３回ローン元

本債権の一部が返済その他の理由により消滅した場合、当社は、当該消滅

額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める予定である。

２ 第３回ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行され

なかった場合、第３回新株予約権の行使はできないものとする。 

３ 譲渡による第３回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る当社の承認を要するものとする。また、第３回ローン契約において、第

３回ローン契約に係る貸付人は、第３回ローン元本債権を譲渡額に応じて

決定される一定の数の第３回新株予約権とともにしか譲渡できない旨を定

める予定であり、事実上、第３回ローン元本債権と第３回新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。 

 

d 第４回ローン契約 

借入人 株式会社メガネスーパー 

貸付人及び 

貸付元本額 
フォーティーツー投資組合 18,732,480円 

契約締結日 平成 23 年 12 月 27 日 

貸付実行日 平成 23 年 12 月 28 日 

満期日 平成 29 年 12 月 27 日（一括返済） 

任意期限前弁

済 
借入人の任意により第４回ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。 

新株予約権の

行使 

第４回新株予約権が行使され、第４回ローン元本債権が出資された場合、行使

された第４回新株予約権に係る第４回ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ

当社に給付されたものとみなす。 

担保提供 
借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借

入人が取得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等 
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その他 

第４回新株予約権と第４回ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるよ

うな仕組みとしています。 

１ 第４回ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、第

４回ローン元本債権の全部が消滅した日以降、第４回新株予約権の行使は

できないものとする。また、割当予定先との契約により、第４回ローン元

本債権の一部が返済その他の理由により消滅した場合、当社は、当該消滅

額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める予定である。

２ 第４回ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行され

なかった場合、第４回新株予約権の行使はできないものとする。 

３ 譲渡による第４回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る当社の承認を要するものとする。また、第４回ローン契約において、第

４回ローン契約に係る貸付人は、第４回ローン元本債権を譲渡額に応じて

決定される一定の数の第４回新株予約権とともにしか譲渡できない旨を定

める予定であり、事実上、第４回ローン元本債権と第４回新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。 

 

（変更後） 

また、本ローン契約につきましては、以下の概要で契約・実行する予定となっております。 

a 第１回ローン契約 

借入人 株式会社メガネスーパー 

貸付人及び 

貸付元本額 

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間
転売制限付分除外少人数投資家向け 280,897,920円 

契約締結日 平成 24 年１月 30 日 

貸付実行日 平成 24 年１月 31 日 

満期日 平成 30 年１月 30 日（一括返済） 

任意期限前弁

済 
借入人の任意により第１回ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。 

新株予約権の

行使 

第１回新株予約権が行使され、第１回ローン元本債権が出資された場合、行使

された第１回新株予約権に係る第１回ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ

当社に給付されたものとみなす。 

担保提供 
借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借

入人が取得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等 

その他 

第１回新株予約権と第１回ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるよ

うな仕組みとしています。 

１ 第１回ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、第

１回ローン元本債権の全部が消滅した日以降、第１回新株予約権の行使は

できないものとする。また、割当予定先との契約により、第１回ローン元

本債権の一部が返済その他の理由により消滅した場合、当社は、当該消滅

額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める予定である。

２ 第１回ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行され

なかった場合、第１回新株予約権の行使はできないものとする。 

３ 譲渡による第１回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る当社の承認を要するものとする。また、第１回ローン契約において、第
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１回ローン契約に係る貸付人は、第１回ローン元本債権を譲渡額に応じて

決定される一定の数の第１回新株予約権とともにしか譲渡できない旨を定

める予定であり、事実上、第１回ローン元本債権と第１回新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。 

 

b 第２回ローン契約 

借入人 株式会社メガネスーパー 

貸付人及び 

貸付元本額 
AP Cayman Partners II, L.P. 196,015,680円 

契約締結日 平成 24 年１月 30 日 

貸付実行日 平成 24 年１月 31 日 

満期日 平成 30 年１月 30 日（一括返済） 

任意期限前弁

済 
借入人の任意により第２回ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。 

新株予約権の

行使 

第２回新株予約権が行使され、第２回ローン元本債権が出資された場合、行使

された第２回新株予約権に係る第２回ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ

当社に給付されたものとみなす。 

担保提供 
借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借

入人が取得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等 

その他 

第２回新株予約権と第２回ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるよ

うな仕組みとしています。 

１ 第２回ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、第

２回ローン元本債権の全部が消滅した日以降、第２回新株予約権の行使は

できないものとする。また、割当予定先との契約により、第２回ローン元

本債権の一部が返済その他の理由により消滅した場合、当社は、当該消滅

額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める予定である。

２ 第２回ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行され

なかった場合、第２回新株予約権の行使はできないものとする。 

３ 譲渡による第２回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る当社の承認を要するものとする。また、第２回ローン契約において、第

２回ローン契約に係る貸付人は、第２回ローン元本債権を譲渡額に応じて

決定される一定の数の第２回新株予約権とともにしか譲渡できない旨を定

める予定であり、事実上、第２回ローン元本債権と第２回新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。 

 

c 第３回ローン契約 

借入人 株式会社メガネスーパー 

貸付人及び 

貸付元本額 
Japan Ireland Investment Partners 170,353,920円 

契約締結日 平成 24 年１月 30 日 

貸付実行日 平成 24 年１月 31 日 
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満期日 平成 30 年１月 30 日（一括返済） 

任意期限前弁

済 
借入人の任意により第３回ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。 

新株予約権の

行使 

第３回新株予約権が行使され、第３回ローン元本債権が出資された場合、行使

された第３回新株予約権に係る第３回ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ

当社に給付されたものとみなす。 

担保提供 
借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借

入人が取得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等 

その他 

第３回新株予約権と第３回ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるよ

うな仕組みとしています。 

１ 第３回ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、第

３回ローン元本債権の全部が消滅した日以降、第３回新株予約権の行使は

できないものとする。また、割当予定先との契約により、第３回ローン元

本債権の一部が返済その他の理由により消滅した場合、当社は、当該消滅

額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める予定である。

２ 第３回ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行され

なかった場合、第３回新株予約権の行使はできないものとする。 

３ 譲渡による第３回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る当社の承認を要するものとする。また、第３回ローン契約において、第

３回ローン契約に係る貸付人は、第３回ローン元本債権を譲渡額に応じて

決定される一定の数の第３回新株予約権とともにしか譲渡できない旨を定

める予定であり、事実上、第３回ローン元本債権と第３回新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。 

 

d 第４回ローン契約 

借入人 株式会社メガネスーパー 

貸付人及び 

貸付元本額 
フォーティーツー投資組合 18,732,480円 

契約締結日 平成 24 年１月 30 日 

貸付実行日 平成 24 年１月 31 日 

満期日 平成 30 年１月 30 日（一括返済） 

任意期限前弁

済 
借入人の任意により第４回ローン元本債権の期限前弁済を行うことができる。

金利 金利は付さない。 

新株予約権の

行使 

第４回新株予約権が行使され、第４回ローン元本債権が出資された場合、行使

された第４回新株予約権に係る第４回ローン元本債権は弁済期が到来し、かつ

当社に給付されたものとみなす。 

担保提供 
借入金の入金口座に係る銀行預金債権並びに当該口座の預金を原資として借

入人が取得する敷金債権及び保証金債権上に設定する質権等 
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その他 

第４回新株予約権と第４回ローン元本債権とが、実質的に一体不可分となるよ

うな仕組みとしています。 

１ 第４回ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、第

４回ローン元本債権の全部が消滅した日以降、第４回新株予約権の行使は

できないものとする。また、割当予定先との契約により、第４回ローン元

本債権の一部が返済その他の理由により消滅した場合、当社は、当該消滅

額に対応する個数の新株予約権を無償で取得する旨を定める予定である。

２ 第４回ローン契約に基づき同契約に定める貸付実行日に貸付が実行され

なかった場合、第４回新株予約権の行使はできないものとする。 

３ 譲渡による第４回新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によ

る当社の承認を要するものとする。また、第４回ローン契約において、第

４回ローン契約に係る貸付人は、第４回ローン元本債権を譲渡額に応じて

決定される一定の数の第４回新株予約権とともにしか譲渡できない旨を定

める予定であり、事実上、第４回ローン元本債権と第４回新株予約権とが

異なる者に帰属することがないようにしている。 

 

【10 ページ】 

（変更前） 

ウ 代表取締役・取締役の異動 

本第三者割当増資等によりＡ種劣後株式及び本新株予約権の全てが発行され、並びに本ローン契

約に基づき本新株予約権付ローンの全額が実行されることを条件として、当社代表取締役田中邦興、

取締役佐藤進及び取締役木下宏は当社の取締役を辞任する予定であり、また、かかる条件が充たさ

れることを条件として、当社は、割当予定先が指名する取締役候補者３名を選任するための議案を

平成 23 年 12 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会に付議する予定であります。 

 

エ 株主総会における議決権行使の合意 

田中由子、田中邦興及び有限会社ビック商事は、平成 23 年 12 月 27 日開催予定の当社臨時株主総

会において上程される定款の一部変更、Ａ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選任

に関する各議案、並びに同日開催予定の普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種

類株主総会において上程される定款の一部変更に関する議案につき、賛成の議決権を行使する旨を

ＡＰファンドとの間で合意しております。また、有限会社ビック商事は、平成 23 年 12 月 27 日の翌

日以降に開催される全てのＡ種優先株式に係る種類株主総会において上程される議案に関し（但し、

Ａ種優先株式の内容の変更に係る議案を除く。）、その議決権をＡＰファンドが満足するように行使

する旨をＡＰファンドとの間で合意しております。 

 

②全取引金融機関からの既存の借入等の条件変更又は借換え 

当社は、事業再生計画の実行にあたり一定の期間キャッシュアウトを抑制することを目的として、

平成 23 年 12 月 28 日までの間に、全取引金融機関からの既存の借入等を現在の借入金額と同金額の約

79 億 7000 万円で条件変更し又は借り換え、返済期限を条件変更時又は借換え時より６年後である平成

29 年まで延長した上で、元本返済方法については条件変更時又は借換え時より３年据え置き、その後

平成 26 年から２年間は６ヶ月毎に借入全体で 5,000 万円、平成 29 年の１年間は６ヶ月毎に借入全体

で１億円の返済を各金融機関の残高に応じて按分して返済することとし、さらに、金利についても当

初３年間は６ヶ月 TIBOR＋50bp、その後の３年間は６ヶ月 TIBOR＋125bp の変動金利、又はこれと同等

の経済的価値を有する固定金利に減額していただく旨の契約を締結する予定です。 

 

（変更後） 

ウ 代表取締役・取締役の異動 
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本第三者割当増資等によりＡ種劣後株式及び本新株予約権の全てが発行され、並びに本ローン契

約に基づき本新株予約権付ローンの全額が実行されることを条件として、当社代表取締役田中邦興、

取締役佐藤進及び取締役木下宏は当社の取締役を辞任する予定であり、また、かかる条件が充たさ

れることを条件として、当社は、割当予定先が指名する取締役候補者３名を選任するための議案を

平成 23 年 12 月 27 日に開催された当社臨時株主総会に付議し、承認可決されております。 

 

エ 株主総会における議決権行使の合意 

田中由子、田中邦興及び有限会社ビック商事は、平成 23 年 12 月 27 日に開催された当社臨時株主

総会において上程された定款の一部変更、Ａ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選

任に関する各議案、並びに同日に開催された普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係

る種類株主総会において上程された定款の一部変更に関する議案につき、賛成の議決権を行使する

旨をＡＰファンドとの間で合意しております。また、有限会社ビック商事は、平成 23 年 12 月 27 日

の翌日以降に開催される全てのＡ種優先株式に係る種類株主総会において上程される議案に関し

（但し、Ａ種優先株式の内容の変更に係る議案を除く。）、その議決権をＡＰファンドが満足するよ

うに行使する旨をＡＰファンドとの間で合意しております。 

 

②全取引金融機関からの既存の借入等の条件変更又は借換え 

当社は、事業再生計画の実行にあたり一定の期間キャッシュアウトを抑制することを目的として、

平成 24 年１月 31 日までの間に、全取引金融機関からの既存の借入等を現在の借入金額と同金額の約

79 億 7000 万円で条件変更し又は借り換え、返済期限を条件変更時又は借換え時より６年後である平成

30 年１月まで延長した上で、元本返済方法については条件変更時又は借換え時より３年据え置き、そ

の後平成 27 年１月から２年間は６ヶ月毎に借入全体で 5,000 万円、平成 29 年１月からの１年間は６

ヶ月毎に借入全体で１億円の返済を各金融機関の残高に応じて按分して返済することとし、さらに、

金利についても当初３年間は６ヶ月TIBOR＋50bp、その後の３年間は６ヶ月TIBOR＋125bpの変動金利、

又はこれと同等の経済的価値を有する固定金利に減額していただく旨の契約を締結する予定です。 

 

【12 ページ】 

（変更前） 

Ⅲ．本件の日程 

平成 23 年 11 月 11 日 取締役会決議 

臨時株主総会、普通株式に係る種類株主総会及びＡ種優先株式

に係る種類株主総会の基準日設定 

平成 23 年 11 月 18 日 取締役会決議 

第三者割当によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行 

臨時株主総会、普通株式に係る種類株主総会及びＡ種優先株式

に係る種類株主総会の招集 

平成 23 年 11 月 27 日 臨時株主総会、普通株式に係る種類株主総会及びＡ種優先株式に係

る種類株主総会の基準日 

平成 23 年 12 月 27 日 本ローン契約締結（予定） 

臨時株主総会（予定） 

定款一部変更の承認 

第三者割当によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行の承認

取締役の選任の承認 

普通株式に係る種類株主総会（予定） 

Ａ種優先株式に係る種類株主総会（予定） 

定款一部変更の承認 

定款変更①（「Ⅴ．定款の一部変更に関する事項 １．定款変更の目
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的」で後に定義する。）の効力発生（予定） 

平成 23 年 12 月 28 日 Ａ種劣後株式及び本新株予約権の発行（予定） 

代表取締役及び取締役の異動（予定） 

定款変更②（「Ⅴ．定款の一部変更に関する事項 １．定款変更の目

的」で後に定義する。）の効力発生（予定） 

 

Ⅳ．第三者割当によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行に関する事項 

当社は、第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行を以下の概要のとおり予定してお

ります。なお、当社は、平成 23 年 11 月 18 日に、取締役会においてＡ種劣後株式及び本新株予約権に係る

発行を決議しており、平成 23 年 12 月 27 日開催予定の臨時株主総会における決議を経る予定です。 

（後略） 

 

（変更後） 

Ⅲ．本件の日程 

平成 23 年 11 月 11 日 取締役会決議 

臨時株主総会、普通株式に係る種類株主総会及びＡ種優先株式

に係る種類株主総会の基準日設定 

平成 23 年 11 月 18 日 取締役会決議 

第三者割当によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行 

臨時株主総会、普通株式に係る種類株主総会及びＡ種優先株式

に係る種類株主総会の招集 

平成 23 年 11 月 27 日 臨時株主総会、普通株式に係る種類株主総会及びＡ種優先株式に係

る種類株主総会の基準日 

平成 23 年 12 月 27 日 臨時株主総会 

定款一部変更の承認 

第三者割当によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行の承認

取締役の選任の承認 

普通株式に係る種類株主総会 

Ａ種優先株式に係る種類株主総会 

定款一部変更の承認 

定款変更①（「Ⅴ．定款の一部変更に関する事項 １．定款変更の目

的」で後に定義する。）の効力発生 

平成 24 年１月 30 日 本ローン契約締結（予定） 

平成 24 年１月 31 日 Ａ種劣後株式及び本新株予約権の発行（予定） 

代表取締役及び取締役の異動（予定） 

定款変更②（「Ⅴ．定款の一部変更に関する事項 １．定款変更の目

的」で後に定義する。）の効力発生（予定） 

 

Ⅳ．第三者割当によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行に関する事項 

当社は、第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行を以下の概要のとおり予定してお

ります。なお、当社は、平成 23 年 11 月 18 日に、取締役会においてＡ種劣後株式及び本新株予約権に係る

発行を決議しており、平成 23 年 12 月 27 日に開催された臨時株主総会において承認可決されております。 

（後略） 

 

【12 ページ以下】 

（変更前） 

１．募集の概要 
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（１） Ａ種劣後株式の概要 

① 払込期日 平成 23 年 12 月 28 日 

② 発行新株式数 Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

③ 発行価額 １株につき 金 44 円 

④ 発行価額の総額 1,333,999,964 円 

⑤ 資本組入額 １株につき 金 22 円 

⑥ 資本組入額の総額 666,999,982 円 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当 

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ IV 号・適格機

関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け 12,787,262 株

AP Cayman Partners II, L.P. 8,923,180 株 

Japan Ireland Investment Partners 7,754,986 株 

フォーティーツー投資組合 852,753 株 

⑧ その他 前各号については、平成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社の臨時

株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に

係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び発行可能種類株

式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及び

Ｂ種劣後株式の追加を内容とする定款の一部変更に関する議案の

承認、上記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後

株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案

の承認、並びに本新株予約権の発行に係る金融商品取引法による届

出の効力発生を条件とする。 

 
（２） 本新株予約権の概要 

①第１回新株予約権 

① 発行期日 平成 23 年 12 月 28 日 

② 新株予約権の総数 4,389,030 個 

③ 発行価額 ０円 

④ 当該発行による潜在株式

数 

第１回新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金 64

円（以下「出資金額」という。）をその時有効な行使価額で除して

得られる最大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、現金による調整は行わない。）。第１回新株予約権

の新株予約権者が第１回新株予約権複数個の行使を同時に行った

場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者

による行使に係る第１回新株予約権の合計数に出資金額を乗じて

得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数とする

（ただし、１株未満の端数が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。）。 

⑤ 調達資金の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の内容及び価

額） 

各第１回新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記「Ⅱ．

事業再生計画の概要 ２．財務再構築 （３）財務再構築の具体的内

容」記載の割当予定先である投資事業有限責任組合アドバンテッジ

パートナーズ IV 号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投

資家向け及び当社の間の平成 23 年 12 月 27 日付の金銭消費貸借契

約（以下「第１回ローン契約」という。）に基づく貸金元本債権の

全部又は一部（以下「第１回ローン元本債権」という。）とし、そ

の価額は、第１回新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

⑥ 行使価額 行使価額は、当初金 64 円とする。 
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かかる行使価額は、割当日以降、第１回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。）において、次に定める算式

により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64 円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金

額に修正される。 

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。） 
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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。） 

× 0.9
修

正 
基

準

額 

 
＝

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）

までの日数 
 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当の方法により、投資事業有限責任組合アドバンテッジパ

ートナーズ IV 号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資

家向けに割り当てる。 

⑧ その他 前各号については、平成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社の臨時

株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に

係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び発行可能種類株

式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及び

Ｂ種劣後株式の追加を内容とする定款変更に関する議案の承認、上

記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及

び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、

並びに本新株予約権の発行に係る金融商品取引法による届出の効

力発生を条件とする。 

 
②第２回新株予約権 

① 発行期日 平成 23 年 12 月 28 日 

② 新株予約権の総数 3,062,745 個 

③ 発行価額 ０円 

④ 当該発行による潜在株式

数 

第２回新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金 64

円（以下「出資金額」という。）をその時有効な行使価額で除して

得られる最大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、現金による調整は行わない。）。第２回新株予約権

の新株予約権者が第２回新株予約権複数個の行使を同時に行った

場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者

による行使に係る第２回新株予約権の合計数に出資金額を乗じて

得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数とする

（ただし、１株未満の端数が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。）。 

⑤ 調達資金の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の内容及び価

額） 

各第２回新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記「Ⅱ．

事業再生計画の概要 ２．財務再構築 （３）財務再構築の具体的内

容」記載の割当予定先である AP Cayman Partners II, L.P.及び当

社の間の平成 23 年 12 月 27 日付の金銭消費貸借契約（以下「第２

回ローン契約」という。）に基づく貸金元本債権の全部又は一部（以

下「第２回ローン元本債権」という。）とし、その価額は、第２回

新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

⑥ 行使価額 行使価額は、当初金 64 円とする。 
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かかる行使価額は、割当日以降、第２回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。）において、次に定める算式

により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64 円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金

額に修正される。 

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。） 
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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。） 

× 0.9
修

正 
基

準

額 

 
＝

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）

までの日数 
 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当の方法により、AP Cayman Partners II, L.P.に割り当

てる。 

⑧ その他 前各号については、平成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社の臨時

株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に

係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び発行可能種類株

式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及び

Ｂ種劣後株式の追加を内容とする定款変更に関する議案の承認、上

記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及

び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、

並びに本新株予約権の発行に係る金融商品取引法による届出の効

力発生を条件とする。 

 
③第３回新株予約権 

① 発行期日 平成 23 年 12 月 28 日 

② 新株予約権の総数 2,661,780 個 

③ 発行価額 ０円 

④ 当該発行による潜在株式

数 

第３回新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金 64

円（以下「出資金額」という。）をその時有効な行使価額で除して

得られる最大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、現金による調整は行わない。）。第３回新株予約権

の新株予約権者が第３回新株予約権複数個の行使を同時に行った

場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者

による行使に係る第３回新株予約権の合計数に出資金額を乗じて

得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数とする

（ただし、１株未満の端数が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。）。 

⑤ 調達資金の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の内容及び価

額） 

各第３回新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記「Ⅱ．

事業再生計画の概要 ２．財務再構築 （３）財務再構築の具体的内

容」記載の割当予定先である Japan Ireland Investment Partners

及び当社の間の平成 23年 12 月 27 日付の金銭消費貸借契約（以下

「第３回ローン契約」という。）に基づく貸金元本債権の全部又は

一部（以下「第３回ローン元本債権」という。）とし、その価額は、

第３回新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

⑥ 行使価額 行使価額は、当初金 64 円とする。 

かかる行使価額は、割当日以降、第３回新株予約権の各行使請求の
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効力発生日（以下「修正日」という。）において、次に定める算式

により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64 円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金

額に修正される。 

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。） 
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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。） 

× 0.9
修

正 
基

準

額 

 
＝

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）

までの日数 
 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当の方法により、Japan Ireland Investment Partners に

割り当てる。 

⑧ その他 前各号については、平成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社の臨時

株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に

係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び発行可能種類株

式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及び

Ｂ種劣後株式の追加を内容とする定款変更に関する議案の承認、上

記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及

び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、

並びに本新株予約権の発行に係る金融商品取引法による届出の効

力発生を条件とする。 

 
④第４回新株予約権 

① 発行期日 平成 23 年 12 月 28 日 

② 新株予約権の総数 292,695 個 

③ 発行価額 ０円 

④ 当該発行による潜在株式

数 

第４回新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金 64

円（以下「出資金額」という。）をその時有効な行使価額で除して

得られる最大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、現金による調整は行わない。）。第４回新株予約権

の新株予約権者が第４回新株予約権複数個の行使を同時に行った

場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者

による行使に係る第４回新株予約権の合計数に出資金額を乗じて

得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数とする

（ただし、１株未満の端数が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。）。 

⑤ 調達資金の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の内容及び価

額） 

各第４回新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記「Ⅱ．

事業再生計画の概要 ２．財務再構築 （３）財務再構築の具体的内

容」記載の割当予定先であるフォーティーツー投資組合及び当社の

間の平成 23 年 12 月 27 日付の金銭消費貸借契約（以下「第４回ロ

ーン契約」という。）に基づく貸金元本債権の全部又は一部（以下

「第４回ローン元本債権」という。）とし、その価額は、第４回新

株予約権１個につき、金 64 円とする。 

⑥ 行使価額 行使価額は、当初金 64 円とする。 

かかる行使価額は、割当日以降、第４回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。）において、次に定める算式



 
 

17

により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64 円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金

額に修正される。 

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。） 
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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。） 

× 0.9
修

正 
基

準

額 

 
＝

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）

までの日数 
 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当の方法により、フォーティーツー投資組合に割り当て

る。 

⑧ その他 前各号については、平成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社の臨時

株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に

係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び発行可能種類株

式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及び

Ｂ種劣後株式の追加を内容とする定款変更に関する議案の承認、上

記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及

び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、

並びに本新株予約権の発行に係る金融商品取引法による届出の効

力発生を条件とする。 

 
（変更後） 

１．募集の概要 

（１） Ａ種劣後株式の概要 

① 払込期日 平成 24 年１月 31 日 

② 発行新株式数 Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

③ 発行価額 １株につき 金 44 円 

④ 発行価額の総額 1,333,999,964 円 

⑤ 資本組入額 １株につき 金 22 円 

⑥ 資本組入額の総額 666,999,982 円 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当 

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ IV 号・適格機

関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け 12,787,262 株

AP Cayman Partners II, L.P. 8,923,180 株 

Japan Ireland Investment Partners 7,754,986 株 

フォーティーツー投資組合 852,753 株 

 
（２） 本新株予約権の概要 

①第１回新株予約権 

① 発行期日 平成 24 年１月 31 日 

② 新株予約権の総数 4,389,030 個 

③ 発行価額 ０円 

④ 当該発行による潜在株式

数 

第１回新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金 64

円（以下「出資金額」という。）をその時有効な行使価額で除して

得られる最大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、現金による調整は行わない。）。第１回新株予約権
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の新株予約権者が第１回新株予約権複数個の行使を同時に行った

場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者

による行使に係る第１回新株予約権の合計数に出資金額を乗じて

得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数とする

（ただし、１株未満の端数が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。）。 

⑤ 調達資金の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の内容及び価

額） 

各第１回新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記「Ⅱ．

事業再生計画の概要 ２．財務再構築 （３）財務再構築の具体的内

容」記載の割当予定先である投資事業有限責任組合アドバンテッジ

パートナーズ IV 号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投

資家向け及び当社の間の平成24年１月30日付の金銭消費貸借契約

（以下「第１回ローン契約」という。）に基づく貸金元本債権の全

部又は一部（以下「第１回ローン元本債権」という。）とし、その

価額は、第１回新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

⑥ 行使価額 行使価額は、当初金 64 円とする。 

かかる行使価額は、割当日以降、第１回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。）において、次に定める算式

により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64 円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金

額に修正される。 

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。） 
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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。） 

× 0.9
修

正 
基

準

額 

 
＝

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）

までの日数 
 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当の方法により、投資事業有限責任組合アドバンテッジパ

ートナーズ IV 号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資

家向けに割り当てる。 

 
②第２回新株予約権 

① 発行期日 平成 24 年１月 31 日 

② 新株予約権の総数 3,062,745 個 

③ 発行価額 ０円 

④ 当該発行による潜在株式

数 

第２回新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金 64

円（以下「出資金額」という。）をその時有効な行使価額で除して

得られる最大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、現金による調整は行わない。）。第２回新株予約権

の新株予約権者が第２回新株予約権複数個の行使を同時に行った

場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者

による行使に係る第２回新株予約権の合計数に出資金額を乗じて

得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数とする

（ただし、１株未満の端数が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。）。 

⑤ 調達資金の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

各第２回新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記「Ⅱ．

事業再生計画の概要 ２．財務再構築 （３）財務再構築の具体的内
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れる財産の内容及び価

額） 

容」記載の割当予定先である AP Cayman Partners II, L.P.及び当

社の間の平成 24 年１月 30 日付の金銭消費貸借契約（以下「第２回

ローン契約」という。）に基づく貸金元本債権の全部又は一部（以

下「第２回ローン元本債権」という。）とし、その価額は、第２回

新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

⑥ 行使価額 行使価額は、当初金 64 円とする。 

かかる行使価額は、割当日以降、第２回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。）において、次に定める算式

により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64 円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金

額に修正される。 

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。） 
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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。） 

× 0.9
修

正 
基

準

額 

 
＝

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）

までの日数 
 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当の方法により、AP Cayman Partners II, L.P.に割り当

てる。 

 
③第３回新株予約権 

① 発行期日 平成 24 年１月 31 日 

② 新株予約権の総数 2,661,780 個 

③ 発行価額 ０円 

④ 当該発行による潜在株式

数 

第３回新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金 64

円（以下「出資金額」という。）をその時有効な行使価額で除して

得られる最大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、現金による調整は行わない。）。第３回新株予約権

の新株予約権者が第３回新株予約権複数個の行使を同時に行った

場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者

による行使に係る第３回新株予約権の合計数に出資金額を乗じて

得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数とする

（ただし、１株未満の端数が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。）。 

⑤ 調達資金の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の内容及び価

額） 

各第３回新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記「Ⅱ．

事業再生計画の概要 ２．財務再構築 （３）財務再構築の具体的内

容」記載の割当予定先である Japan Ireland Investment Partners

及び当社の間の平成24年１月30日付の金銭消費貸借契約（以下「第

３回ローン契約」という。）に基づく貸金元本債権の全部又は一部

（以下「第３回ローン元本債権」という。）とし、その価額は、第

３回新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

⑥ 行使価額 行使価額は、当初金 64 円とする。 

かかる行使価額は、割当日以降、第３回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。）において、次に定める算式

により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64 円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金
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額に修正される。 

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。） 
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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。） 

× 0.9
修

正 
基

準

額 

 
＝

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）

までの日数 
 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当の方法により、Japan Ireland Investment Partners に

割り当てる。 

 
④第４回新株予約権 

① 発行期日 平成 24 年１月 31 日 

② 新株予約権の総数 292,695 個 

③ 発行価額 ０円 

④ 当該発行による潜在株式

数 

第４回新株予約権１個の目的となる当社Ｂ種劣後株式の数は、金 64

円（以下「出資金額」という。）をその時有効な行使価額で除して

得られる最大整数とする（ただし、１株未満の端数が生じたときは

これを切り捨て、現金による調整は行わない。）。第４回新株予約権

の新株予約権者が第４回新株予約権複数個の行使を同時に行った

場合には、当社が交付するＢ種劣後株式の数は、当該新株予約権者

による行使に係る第４回新株予約権の合計数に出資金額を乗じて

得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数とする

（ただし、１株未満の端数が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。）。 

⑤ 調達資金の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

れる財産の内容及び価

額） 

各第４回新株予約権の行使に際して出資される財産は、上記「Ⅱ．

事業再生計画の概要 ２．財務再構築 （３）財務再構築の具体的内

容」記載の割当予定先であるフォーティーツー投資組合及び当社の

間の平成 24 年１月 30 日付の金銭消費貸借契約（以下「第４回ロー

ン契約」という。）に基づく貸金元本債権の全部又は一部（以下「第

４回ローン元本債権」という。）とし、その価額は、第４回新株予

約権１個につき、金 64 円とする。 

⑥ 行使価額 行使価額は、当初金 64 円とする。 

かかる行使価額は、割当日以降、第４回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。）において、次に定める算式

により算出された価額（以下「修正基準額」という。）が、64 円を

上回る場合には、当該修正日以降、当該修正基準価額に相当する金

額に修正される。 

修正日の前取引日（ただし、終値（気配表示を含む。） 
のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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。） 

× 0.9
修

正 
基

準

額 

 
＝

１＋0.003×割当日（当日を含む。）から修正日（当日を含む。）

までの日数 
 

⑦ 募集又は割当方法（割当

予定先） 

第三者割当の方法により、フォーティーツー投資組合に割り当て

る。 
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【18 ページ以下】 

（変更前） 

（２） 調達する資金の具体的な使途 

具体的な資金使途 金額 支出予定時期 

店舗改装費 101百万円 平成24年５月～平成25年４月 

IT設備投資費 300百万円 平成24年５月～平成25年４月 

新規出店費 650百万円 平成24年５月～平成27年４月 

構造改革費用 300百万円 平成24年１月～平成25年４月 

運転資金 600百万円 平成24年１月～平成25年４月 

(注) １.  本新株予約権の発行価額の総額は０円であり、本新株予約権の発行に際して新たに払い込まれる金

銭はございません。また、本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭ではなく本ローン元本

債権であるため、新たに払い込まれる金銭はございません。 

一方、当社は本新株予約権の割当日である平成23年12月28日に本新株予約権と実質的に一体不可分

であり、本新株予約権の行使に際して出資される財産となる本ローン元本債権に係る本ローン契約に

基づきＡＰファンドから総額666,000,000円を借り入れる予定です。上記は、Ａ種劣後株式の発行価

額及び当該借入金の合計の資金使途であり、そのうち、Ａ種劣後株式の発行価額から発行諸費用を差

し引いた手取概算額（約1,301百万円）の資金使途は、店舗改装費、IT設備投資費、構造改革費用及

び運転資金であり、当該借入金から発行諸費用を差し引いた手取概算額（約650百万円）の資金使途

は、新規出店費であります。 

 ２.  上記の各資金使途の具体的な内容につきましては、以下の通りです。 

（中略） 

構造改革費用につきましては、上記「Ⅱ．事業再生計画の概要」に記載する事業再生計画の一環と

して、コスト削減のための施策として、平成24年１月から平成25年４月期までの期間において、現状

の販売量に見合った人員の最適化・効率化に伴い必要となる資金に充当する予定です。 

運転資金につきましては、コスト削減及び売上拡大のための施策を取る中で、収支が均衡するまで

の平成24年１月から平成25年４月期までの期間において、収支不足が見込まれるため、これに充当す

る予定です。 

（後略） 

 
（変更後） 

（２） 調達する資金の具体的な使途 

具体的な資金使途 金額 支出予定時期 

店舗改装費 101百万円 平成24年５月～平成25年４月 

IT設備投資費 300百万円 平成24年５月～平成25年４月 

新規出店費 650百万円 平成24年５月～平成27年４月 

構造改革費用 300百万円 平成24年２月～平成25年４月 

運転資金 600百万円 平成24年２月～平成25年４月 
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(注) １.  本新株予約権の発行価額の総額は０円であり、本新株予約権の発行に際して新たに払い込まれる金

銭はございません。また、本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭ではなく本ローン元本

債権であるため、新たに払い込まれる金銭はございません。 

一方、当社は本新株予約権の割当日である平成24年１月31日に本新株予約権と実質的に一体不可分

であり、本新株予約権の行使に際して出資される財産となる本ローン元本債権に係る本ローン契約に

基づきＡＰファンドから総額666,000,000円を借り入れる予定です。上記は、Ａ種劣後株式の発行価

額及び当該借入金の合計の資金使途であり、そのうち、Ａ種劣後株式の発行価額から発行諸費用を差

し引いた手取概算額（約1,301百万円）の資金使途は、店舗改装費、IT設備投資費、構造改革費用及

び運転資金であり、当該借入金から発行諸費用を差し引いた手取概算額（約650百万円）の資金使途

は、新規出店費であります。 

 ２.  上記の各資金使途の具体的な内容につきましては、以下の通りです。 

（中略） 

構造改革費用につきましては、上記「Ⅱ．事業再生計画の概要」に記載する事業再生計画の一環と

して、コスト削減のための施策として、平成24年２月から平成25年４月期までの期間において、現状

の販売量に見合った人員の最適化・効率化に伴い必要となる資金に充当する予定です。 

運転資金につきましては、コスト削減及び売上拡大のための施策を取る中で、収支が均衡するまで

の平成24年２月から平成25年４月期までの期間において、収支不足が見込まれるため、これに充当す

る予定です。 

（後略） 

 

【20 ページ以下】 

（変更前） 

５．発行条件等の合理性 

（１） 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

 ①Ａ種劣後株式の発行 

（中略） 

上記のとおり、Ａ種劣後株式の発行価格は、上記の株式価値算定書の評価額の範囲内であるため、

Ａ種劣後株式の発行価格は会社法上の特に有利な金額に該当しないと判断しております。また、本日

開催の当社取締役会では、本第三者割当増資について、十分に討議、検討を行い、審議及び決議に参

加した取締役全員の賛成により決議しており、また、社外監査役を含む全出席監査役から、Ａ種劣後

株式の発行価格を含む発行諸条件等は、当社財務状況を鑑みた一般的な評価方法に則った場合におい

ても、適切な価額であり、上記のＡ種劣後株式の価値算定書の評価内容に照らしても、特に割当予定

先に有利な条件ではなく、本第三者割当増資による新株式発行は有利発行に該当しない旨の意見が示

されております。もっとも、客観的な市場価格のない劣後株式の払込みに関する判断であるため、上

記のとおり、当社は、Ａ種劣後株式の発行における払込金額は特に有利な金額ではないと判断してお

りますが、念の為、平成 23 年 12 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会において特別決議による承認を

得ることを本第三者割当増資の条件としております。 

（中略） 

 ②本新株予約権の発行 

（中略） 

このように、本新株予約権付ローンの借入金額は、上記の本新株予約権付ローンの価値算定書の評

価額の範囲内であるため、本新株予約権発行において金銭の払込みを要しないとすること及び本新株

予約権付ローンの借入金額は会社法上の特に有利な条件に該当しないと判断しております。また、本

日開催の当社取締役会では、本新株予約権発行について、十分に討議、検討を行い、審議及び決議に

参加した取締役全員の賛成により決議しており、また、社外監査役を含む全出席監査役から、本新株

予約権の行使価額を含む発行諸条件等は、当社財務状況を鑑みた一般的な評価方法に則った場合にお

いても、適切な価額であり、上記の本新株予約権付ローンの価値算定書の評価内容に照らしても、特

に割当予定先に有利な条件ではなく、本新株予約権の無償発行は有利発行に該当しない旨の意見が示
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されております。もっとも、客観的な市場価格のない新株予約権の払込みに関する判断であるため、

上記のとおり、当社は、本新株予約権の無償発行は特に有利な条件ではないと判断しておりますが、

念の為、平成 23 年 12 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会において特別決議による承認を得ることを

本新株予約権発行の条件としております。 

（後略） 

 

（変更後） 

５．発行条件等の合理性 

（１） 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

 ①Ａ種劣後株式の発行 

（中略） 

上記のとおり、Ａ種劣後株式の発行価格は、上記の株式価値算定書の評価額の範囲内であるため、

Ａ種劣後株式の発行価格は会社法上の特に有利な金額に該当しないと判断しております。また、平成

23 年 11 月 18 日開催の当社取締役会では、本第三者割当増資について、十分に討議、検討を行い、審

議及び決議に参加した取締役全員の賛成により決議しており、また、社外監査役を含む全出席監査役

から、Ａ種劣後株式の発行価格を含む発行諸条件等は、当社財務状況を鑑みた一般的な評価方法に則

った場合においても、適切な価額であり、上記のＡ種劣後株式の価値算定書の評価内容に照らしても、

特に割当予定先に有利な条件ではなく、本第三者割当増資による新株式発行は有利発行に該当しない

旨の意見が示されております。もっとも、客観的な市場価格のない劣後株式の払込みに関する判断で

あるため、上記のとおり、当社は、Ａ種劣後株式の発行における払込金額は特に有利な金額ではない

と判断しておりますが、念の為、平成 23 年 12 月 27 日に開催された当社臨時株主総会において特別決

議による承認を得ることを本第三者割当増資の条件としており、同臨時株主総会において当該承認を

得ております。 

（中略） 

 ②本新株予約権の発行 

（中略） 

このように、本新株予約権付ローンの借入金額は、上記の本新株予約権付ローンの価値算定書の評

価額の範囲内であるため、本新株予約権発行において金銭の払込みを要しないとすること及び本新株

予約権付ローンの借入金額は会社法上の特に有利な条件に該当しないと判断しております。また、平

成 23 年 11 月 18 日開催の当社取締役会では、本新株予約権発行について、十分に討議、検討を行い、

審議及び決議に参加した取締役全員の賛成により決議しており、また、社外監査役を含む全出席監査

役から、本新株予約権の行使価額を含む発行諸条件等は、当社財務状況を鑑みた一般的な評価方法に

則った場合においても、適切な価額であり、上記の本新株予約権付ローンの価値算定書の評価内容に

照らしても、特に割当予定先に有利な条件ではなく、本新株予約権の無償発行は有利発行に該当しな

い旨の意見が示されております。もっとも、客観的な市場価格のない新株予約権の払込みに関する判

断であるため、上記のとおり、当社は、本新株予約権の無償発行は特に有利な条件ではないと判断し

ておりますが、念の為、平成 23 年 12 月 27 日に開催された当社臨時株主総会において特別決議による

承認を得ることを本新株予約権発行の条件としており、同臨時株主総会において当該承認を得ており

ます。 

（後略） 

 

【29 ページ】 

（変更前） 

（２） 割当予定先を選定した理由 

（中略） 

なお、本第三者割当増資等の実行は、平成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社の臨時株主総会及び普

通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び
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発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及びＢ種劣後株式の追

加を内容とする定款の一部変更に関する議案の承認、上記臨時株主総会における第三者割当の方法に

よるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、本新株予約権

の発行に係る金融商品取引法による届出の効力発生、並びに下記にその詳細を記載する全取引金融機

関からの既存の借入等の条件変更又は借換えに係る契約の締結等を条件としております。 

 

（３） 割当予定先の保有方針 

 ①Ａ種劣後株式の発行 

（中略） 

また、当社は割当予定先との間で本第三者割当増資の払込期日（平成 23 年 12 月 28 日）から２年以

内に割当株式の全部又は一部を譲渡する場合には、譲渡を受ける者の氏名又は名称及び譲渡株式数等

の内容を直ちに当社へ書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社大阪証券取引所に報

告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約書を取得する予定で

あり、割当予定先からは当該確約書の取得につき内諾を得ております。 

 

（変更後） 

（２） 割当予定先を選定した理由 

（中略） 

なお、本第三者割当増資等の実行は、平成 23 年 12 月 27 日に開催された当社の臨時株主総会及び普

通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会における、発行可能株式総数及び

発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種劣後株式及びＢ種劣後株式の追

加を内容とする定款の一部変更に関する議案（各原案の修正案を含む。）の承認、上記臨時株主総会に

おける第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各

議案（各原案の修正案を含む。）の承認、並びに下記にその詳細を記載する全取引金融機関からの既存

の借入等の条件変更又は借換えに係る契約の締結等を条件としており、同臨時株主総会及び普通株式

に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会において当該承認を得ております。 

 

（３） 割当予定先の保有方針 

 ①Ａ種劣後株式の発行 

（中略） 

また、当社は割当予定先との間で本第三者割当増資の払込期日（平成 24 年１月 31 日）から２年以

内に割当株式の全部又は一部を譲渡する場合には、譲渡を受ける者の氏名又は名称及び譲渡株式数等

の内容を直ちに当社へ書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社大阪証券取引所に報

告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約書を取得する予定で

あり、割当予定先からは当該確約書の取得につき内諾を得ております。 

 

【31 ページ以下】 

（変更前） 

７．募集後の大株主及び持株比率 

（１） 普通株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式 

募集前（平成 23 年４月 30 日現在） 募集後（Ａ種劣後株式の発行後） 

田中邦興 24.54％

投資事業有限責任組合

アドバンテッジパート

ナーズ IV 号・適格機関

投資家間転売制限付分

除外少人数投資家向け 

28.99％

田中由子 21.80％ AP Cayman Partners II, 20.23％
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L.P. 

田中八郎 10.35％
Japan Ireland 

Investment Partners 
17.58％

有限会社東関東サービスセンター 3.51％ 田中邦興 7.67％

メガネスーパー従業員持株会 3.00％ 田中由子 6.82％

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行株式会社） 
2.18％ 田中八郎 3.24％

株式会社三井住友銀行 2.00％
フォーティーツー投資

組合 
1.93％

株式会社エヌ・エヌ・ティー 1.70％
有限会社東関東サービ

スセンター 
1.10％

黒木清巳 1.31％
メガネスーパー従業員

持株会 
0.94％

株式会社日日商事 1.25％

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管

理サービス信託銀行株

式会社） 

0.68％

 

募集後（本新株予約権が全て行使された場合）

投資事業有限責任組合

アドバンテッジパート

ナーズ IV 号・適格機関

投資家間転売制限付分

除外少人数投資家向け 

31.51％

AP Cayman Partners II, 

L.P. 
21.99％

Japan Ireland 

Investment Partners 
19.11％

田中邦興 6.21％

田中由子 5.52％

田中八郎 2.62％

フォーティーツー投資

組合 
2.10％

有限会社東関東サービ

スセンター 
0.89％

メガネスーパー従業員

持株会 
0.76％

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管

理サービス信託銀行株

式会社） 

0.55％

(注) １. 平成23年４月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。また、Ａ種劣後株式の発

行後の株主及び持株比率は、平成23年４月30日時点の株主名簿を基準に、平成23年４月30日

現在の発行済株式数に、本第三者割当増資により発行されるＡ種劣後株式の総数30,318,181

株を加えて算定しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。さらに、本新株予約



 
 

26

権が全て行使された場合の発行後の株主及び持株比率は、平成23年４月30日現在の発行済株

式数に、割当予定先に割り当てる本新株予約権の目的であるＢ種劣後株式の総数10,406,250

株及び本第三者割当増資により発行されるＡ種劣後株式の総数30,318,181株を合わせた

40,724,431株を加えて算定しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。  

 ２. 弊社名誉会長でありました田中八郎の逝去に伴い、相続人である田中由子及び田中邦興より、

平成23年10月に、遺産分割について協議が整い、故田中八郎の所有する当社普通株式

（1,427,420株）につき、田中邦興が710,613株、田中由子が716,807株をそれぞれ相続により

承継した旨の報告を受け、また、平成23年11月16日にその旨の大量保有報告書（変更報告書）

の提出がなされております。上記相続による承継を考慮した場合のＡ種劣後株式の発行後の

田中邦興及び田中由子の持株比率はそれぞれ9.28％及び8.44％となり、本新株予約権が全て

行使された場合の田中邦興及び田中由子の持株比率はそれぞれ7.51％及び6.83％となります。 

 

（変更後） 

７．募集後の大株主及び持株比率 

（１） 普通株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式 

募集前（平成 23 年 11 月 27 日現在） 募集後（Ａ種劣後株式の発行後） 

田中邦興 29.70％

投資事業有限責任組合

アドバンテッジパート

ナーズ IV 号・適格機関

投資家間転売制限付分

除外少人数投資家向け 

28.99％

田中由子 27.00％
AP Cayman Partners II, 

L.P. 
20.23％

有限会社東関東サービスセンター 3.51％
Japan Ireland 

Investment Partners 
17.58％

メガネスーパー従業員持株会 2.87％ 田中邦興 9.28％

株式会社エヌ・エヌ・ティー 2.34％ 田中由子 8.44％

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行株式会社） 
2.18％

フォーティーツー投資

組合 
1.93％

株式会社三井住友銀行 2.00％
有限会社東関東サービ

スセンター 
1.10％

黒木清巳 1.45％
メガネスーパー従業員

持株会 
0.90％

前田司 1.45％
株式会社エヌ・エヌ・テ

ィー 
0.73％

株式会社日日商事 1.25％

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管

理サービス信託銀行株

式会社） 

0.68％

 

募集後（本新株予約権が全て行使された場合）

投資事業有限責任組合

アドバンテッジパート

ナーズ IV 号・適格機関

投資家間転売制限付分

除外少人数投資家向け 

31.51％
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AP Cayman Partners II, 

L.P. 
21.99％

Japan Ireland 

Investment Partners 
19.11％

田中邦興 7.51％

田中由子 6.83％

フォーティーツー投資

組合 
2.10％

有限会社東関東サービ

スセンター 
0.89％

メガネスーパー従業員

持株会 
0.73％

株式会社エヌ・エヌ・テ

ィー 
0.59％

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管

理サービス信託銀行株

式会社） 

0.55％

(注) １. 平成23年11月27日現在の株主名簿を基準として記載しております。また、Ａ種劣後株式の発

行後の株主及び持株比率は、平成23年11月27日時点の株主名簿を基準に、平成23年11月27日

現在の発行済株式数に、本第三者割当増資により発行されるＡ種劣後株式の総数30,318,181

株を加えて算定しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。さらに、本新株予約

権が全て行使された場合の発行後の株主及び持株比率は、平成23年11月27日現在の発行済株

式数に、割当予定先に割り当てる本新株予約権の目的であるＢ種劣後株式の総数10,406,250

株及び本第三者割当増資により発行されるＡ種劣後株式の総数30,318,181株を合わせた

40,724,431株を加えて算定しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。  

 

【33 ページ】 

（変更前） 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

Ａ種劣後株式及び本新株予約権の発行は、希釈化率が 25％を超えるものであることから、株式会

社大阪証券取引所が定める「企業行動規範に関する規則」第２条の定めに従い、株主の意思確認手

続として、平成 23 年 12 月 27 日開催予定の臨時株主総会において特別決議による承認を得る予定で

す。 

 

（変更後） 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

Ａ種劣後株式及び本新株予約権の発行は、希釈化率が 25％を超えるものであることから、株式会

社大阪証券取引所が定める「企業行動規範に関する規則」第２条の定めに従い、株主の意思確認手

続として、平成 23 年 12 月 27 日に開催された臨時株主総会において特別決議による承認を得ており

ます。 

 

【36 ページ】 

（変更前） 

Ⅴ．定款の一部変更に関する事項 
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１．定款変更の目的 
  上記「Ⅳ．第三者割当によるＡ種劣後株式の発行及び本新株予約権の発行に関する事項」に記載のとおり、

Ａ種劣後株式及び本新株予約権を発行することを可能とし、また、Ａ種優先株式の内容を変更するため、平

成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に

係る種類株主総会において、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変

更並びにＡ種劣後株式及びＢ種劣後株式の追加を内容とする定款変更を行うことを予定しております（以下

「定款変更①」といいます。）。なお、この定款変更①については、上記臨時株主総会における、第三者割当

の方法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案の承認、並びに上記

臨時株主総会、普通株式に係る種類株主総会及びＡ種優先株式に係る種類株主総会における下記で定義され

る定款変更②に関する議案の承認を条件とします。 

  さらに、定款変更①に加え、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行

使による普通株式の新規発行を可能とするため、上記臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びに

Ａ種優先株式に係る種類株主総会において、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の増加を内容とす

る定款変更を行うことを予定しております（以下「定款変更②」といいます。）。なお、この定款変更②につ

いては、上記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取

締役の選任に関する各議案の承認、並びに上記臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優

先株式に係る種類株主総会における定款変更①に関する議案の承認、並びに本第三者割当増資等によりＡ種

劣後株式及び本新株予約権の全てが発行されることを条件とします。 

 

（変更後） 

Ⅴ．定款の一部変更に関する事項 
１．定款変更の目的 
  上記「Ⅳ．第三者割当によるＡ種劣後株式の発行及び本新株予約権の発行に関する事項」に記載のとおり、

Ａ種劣後株式及び本新株予約権を発行することを可能とし、また、Ａ種優先株式の内容を変更するため、平

成 23 年 12 月 27 日に開催された当社臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に

係る種類株主総会において、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の増加、Ａ種優先株式の内容の変

更並びにＡ種劣後株式及びＢ種劣後株式の追加を内容とする定款変更を行うことを承認可決しております

（以下「定款変更①」といいます。）。なお、この定款変更①については、上記臨時株主総会における、第三

者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行並びに取締役の選任に関する各議案（各原案の修

正案を含む。）の承認、並びに上記臨時株主総会、普通株式に係る種類株主総会及びＡ種優先株式に係る種

類株主総会における下記で定義される定款変更②に関する議案（各原案の修正案を含む。）の承認を条件と

し、同臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会において当該

承認を得ております。 

  さらに、定款変更①に加え、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行

使による普通株式の新規発行を可能とするため、上記臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びに

Ａ種優先株式に係る種類株主総会において、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の増加を内容とす

る定款変更を行うことを承認可決しております（以下「定款変更②」といいます。）。なお、この定款変更②

については、上記臨時株主総会における第三者割当の方法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の発行並び

に取締役の選任に関する各議案（各原案の修正案を含む。）の承認、並びに上記臨時株主総会及び普通株式

に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総会における定款変更①に関する議案（各原案の修

正案を含む。）の承認、並びに本第三者割当増資等によりＡ種劣後株式及び本新株予約権の全てが発行され

ることを条件とし、同臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先株式に係る種類株主総

会において当該承認を得ております。 

 

【37 ページ以下】 
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（変更前） 

Ⅵ．主要株主、主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動 
１．異動の年月日 

  平成 23 年 12 月 28 日（予定） 
（中略） 

４．当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

（中略） 

(注) １. 田中邦興及び田中由子の所有株式数は、平成23年11月16日に提出された大量保有報告書（変

更報告書）の内容に基づいて記載しております。 

 ２. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成23年４月30日現在の総株主の議決権の数に基づい

て算出しております。 

 ３. 大株主順位は、平成23年４月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。 

 

（変更後） 

Ⅵ．主要株主、主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動 
１．異動の年月日 

  平成 24 年１月 31 日（予定） 

（中略） 

４．当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

（中略） 

(注) １. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成23年11月27日現在の総株主の議決権の数に基づい

て算出しております。 

 ２. 大株主順位は、平成23年11月27日現在の株主名簿を基準として記載しております。 

 
【39 ページ】 

（変更前） 

Ⅶ．代表取締役及び取締役の異動 

１．異動の理由 

当社を取り巻く現在の状況を踏まえ、本第三者割当増資等がなされた場合には、現行の代表取締役２名

の内１名（田中邦興）をはじめ、現行の当社取締役５名の内３名（田中邦興、佐藤進及び木下宏）は、平成

23 年 12 月 28 日をもって辞任し、平成 23 年 12 月 27 日に開催予定の当社臨時株主総会において、割当予定

先が指定するアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合から招聘する３名（永露英郎、小坂雄介及び束

原俊哉）を取締役として選任する予定です。かかる取締役の異動により、事業再生の専門家であるアドバン

テッジパートナーズ有限責任事業組合のリーダーシップの下で、強固な収益基盤を確立し、財務体質の抜本

的な改善を行うための抜本的な計画である上記「Ⅱ．事業再生計画の概要」に記載する事業再生計画を実行

し、今後の当社の事業再生及び持続的成長を図り、企業価値の増大を図ることができると判断しております。 

（中略） 

３．就任予定日 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

（変更後） 

Ⅶ．代表取締役及び取締役の異動 

１．異動の理由 

当社を取り巻く現在の状況を踏まえ、本第三者割当増資等がなされた場合には、現行の代表取締役２名

の内１名（田中邦興）をはじめ、現行の当社取締役５名の内３名（田中邦興、佐藤進及び木下宏）は、平成

24 年１月 31 日をもって辞任する予定であり、平成 23 年 12 月 27 日に開催された当社臨時株主総会におい
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て、割当予定先が指定するアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合から招聘する３名（永露英郎、小

坂雄介及び束原俊哉）が取締役として選任されました。かかる取締役の異動により、事業再生の専門家であ

るアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合のリーダーシップの下で、強固な収益基盤を確立し、財務

体質の抜本的な改善を行うための抜本的な計画である上記「Ⅱ．事業再生計画の概要」に記載する事業再生

計画を実行し、今後の当社の事業再生及び持続的成長を図り、企業価値の増大を図ることができると判断し

ております。 

（中略） 

３．就任予定日 

平成 24 年１月 31 日 



 
 

31

別紙２．（Ａ種劣後株式発行要項） 

 

株式会社メガネスーパーＡ種劣後株式発行要項 

 

（下線は変更箇所を示す。） 

 

変  更  前 変  更  後 

（前略） 

5. 申込期日 

平成 23 年 12 月 28 日 

6. 払込期日 

平成 23 年 12 月 28 日 

（後略） 

（前略） 

5. 申込期日 

平成 24 年１月 31 日 

6. 払込期日 

平成 24 年１月 31 日 

（後略） 
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別紙３．（第１回新株予約権発行要項） 

 

株式会社メガネスーパー第１回新株予約権発行要項 

 

（下線は変更箇所を示す。） 
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変  更  前 変  更  後 

（前略） 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及び価額 

(1) 各第１回新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、投資事業有限責任組合アドバ

ンテッジパートナーズ IV 号・適格機関投資

家間転売制限付分除外少人数投資家向け及

び当社の間の平成23年12月27日付の金銭

消費貸借契約（以下「第１回ローン契約」

という。）に基づく貸金元本債権の全部又は

一部（以下「第１回ローン元本債権」とい

う。）とし、その価額は、第１回新株予約権

１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 12 月 28 日から平成 27 年４月 30 日の

銀行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」

という。）までとする。ただし、行使期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。 

（中略） 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 23 年 12 月 28 日 

（中略） 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月 27

日に開催予定の当社の臨時株主総会及び普

通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先

株式に係る種類株主総会における、発行可

能株式総数及び発行可能種類株式総数の増

加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種

劣後株式及びＢ種劣後株式の追加を内容と

（前略） 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及び価額 

(1) 各第１回新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、投資事業有限責任組合アドバ

ンテッジパートナーズ IV 号・適格機関投資

家間転売制限付分除外少人数投資家向け及

び当社の間の平成 24 年１月 30 日付の金銭

消費貸借契約（以下「第１回ローン契約」

という。）に基づく貸金元本債権の全部又は

一部（以下「第１回ローン元本債権」とい

う。）とし、その価額は、第１回新株予約権

１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 24年１月 31日から平成 27年４月 30日の銀

行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」

という。）までとする。ただし、行使期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。 

（中略） 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 24 年１月 31 日 

（中略） 

18. その他 

第１回新株予約権の発行に必要な一切の事項の

決定並びに手続の執行については、代表取締役又

はその指名する者に一任する 

 



 
 

34

 

する定款の一部変更に関する議案の承認、

上記臨時株主総会における第三者割当の方

法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の

発行並びに取締役の選任に関する各議案の

承認、並びに本新株予約権の発行に係る金

融商品取引法による届出の効力発生を条件

とする。 

(2) 第１回新株予約権の発行に必要な一切の事

項の決定並びに手続の執行については、代

表取締役又はその指名する者に一任する。
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別紙４．（第２回新株予約権発行要項） 

 

株式会社メガネスーパー第２回新株予約権発行要項 

 

（下線は変更箇所を示す。） 
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変  更  前 変  更  後 

（前略） 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及び価額 

(1) 各第２回新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、AP Cayman Partners II, L.P.

及び当社の間の平成23年12月27日付の金

銭消費貸借契約（以下「第２回ローン契約」

という。）に基づく貸金元本債権の全部又は

一部（以下「第２回ローン元本債権」とい

う。）とし、その価額は、第２回新株予約権

１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 12 月 28 日から平成 27 年４月 30 日の

銀行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」

という。）までとする。ただし、行使期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。 

（中略） 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 23 年 12 月 28 日 

（中略） 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月 27

日に開催予定の当社の臨時株主総会及び普

通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先

株式に係る種類株主総会における、発行可

能株式総数及び発行可能種類株式総数の増

加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種

劣後株式及びＢ種劣後株式の追加を内容と

する定款の一部変更に関する議案の承認、

上記臨時株主総会における第三者割当の方

（前略） 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及び価額 

(1) 各第２回新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、AP Cayman Partners II, L.P.

及び当社の間の平成 24 年１月 30 日付の金

銭消費貸借 契約（以下「第２回ローン契約」

という。）に基づく貸金元本債権の全部又は

一部（以下「第２回ローン元本債権」とい

う。）とし、その価額は、第２回新株予約権

１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 24年１月 31日から平成 27年４月 30日の銀

行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」

という。）までとする。ただし、行使期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。 

（中略） 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 24 年１月 31 日 

（中略） 

18. その他 

第２回新株予約権の発行に必要な一切の事項の

決定並びに手続の執行については、代表取締役又

はその指名する者に一任する。 
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法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の

発行並びに取締役の選任に関する各議案の

承認、並びに本新株予約権の発行に係る金

融商品取引法による届出の効力発生を条件

とする。 

(2) 第２回新株予約権の発行に必要な一切の事

項の決定並びに手続の執行については、代

表取締役又はその指名する者に一任する。
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別紙５．（第３回新株予約権発行要項） 

 

株式会社メガネスーパー第３回新株予約権発行要項 

 

（下線は変更箇所を示す。） 
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変  更  前 変  更  後 

（前略） 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及び価額 

(1) 各第３回新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、Japan Ireland Investment 

Partners及び当社の間の平成23年12月27

日付の金銭消費貸借契約（以下「第３回ロ

ーン契約」という。）に基づく貸金元本債権

の全部又は一部（以下「第３回ローン元本

債権」という。）とし、その価額は、第３回

新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 12 月 28 日から平成 27 年４月 30 日の

銀行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」

という。）までとする。ただし、行使期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。 

（中略） 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 23 年 12 月 28 日 

（中略） 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月 27

日に開催予定の当社の臨時株主総会及び普

通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先

株式に係る種類株主総会における、発行可

能株式総数及び発行可能種類株式総数の増

加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種

劣後株式及びＢ種劣後株式の追加を内容と

する定款の一部変更に関する議案の承認、

上記臨時株主総会における第三者割当の方

（前略） 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及び価額 

(1) 各第３回新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、Japan Ireland Investment 

Partners 及び当社の間の平成 24 年１月 30

日付の金銭消費貸借契約（以下「第３回ロ

ーン契約」という。）に基づく貸金元本債権

の全部又は一部（以下「第３回ローン元本

債権」という。）とし、その価額は、第３回

新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 24年１月 31日から平成 27年４月 30日の銀

行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」

という。）までとする。ただし、行使期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。 

（中略） 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 24 年１月 31 日 

（中略） 

18. その他 

第３回新株予約権の発行に必要な一切の事項の

決定並びに手続の執行については、代表取締役又

はその指名する者に一任する。 
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法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の

発行並びに取締役の選任に関する各議案の

承認、並びに本新株予約権の発行に係る金

融商品取引法による届出の効力発生を条件

とする。 

(2) 第３回新株予約権の発行に必要な一切の事

項の決定並びに手続の執行については、代

表取締役又はその指名する者に一任する。
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別紙６．（第４回新株予約権発行要項） 

 

株式会社メガネスーパー第４回新株予約権発行要項 

 

（下線は変更箇所を示す。） 



 
 

42

変  更  前 変  更  後 

（前略） 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及び価額 

(1) 各第４回新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、フォーティーツー投資組合及

び当社の間の平成23年12月27日付の金銭

消費貸借契約（以下「第４回ローン契約」

という。）に基づく貸金元本債権の全部又は

一部（以下「第４回ローン元本債権」とい

う。）とし、その価額は、第４回新株予約権

１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年 12 月 28 日から平成 27 年４月 30 日の

銀行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」

という。）までとする。ただし、行使期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。 

（中略） 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 23 年 12 月 28 日 

（中略） 

18. その他 

(1) 上記各項については、平成 23 年 12 月 27

日に開催予定の当社の臨時株主総会及び普

通株式に係る種類株主総会並びにＡ種優先

株式に係る種類株主総会における、発行可

能株式総数及び発行可能種類株式総数の増

加、Ａ種優先株式の内容の変更並びにＡ種

劣後株式及びＢ種劣後株式の追加を内容と

する定款の一部変更に関する議案の承認、

上記臨時株主総会における第三者割当の方

（前略） 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及び価額 

(1) 各第４回新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、フォーティーツー投資組合及

び当社の間の平成 24 年１月 30 日付の金銭

消費貸借契約（以下「第４回ローン契約」

という。）に基づく貸金元本債権の全部又は

一部（以下「第４回ローン元本債権」とい

う。）とし、その価額は、第４回新株予約権

１個につき、金 64 円とする。 

(2) （略） 

(3) （略） 

6. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 24年１月 31日から平成 27年４月 30日の銀

行営業時間終了時までの期間（以下「行使期間」

という。）までとする。ただし、行使期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。 

（中略） 

13. 新株予約権を割り当てる日 

平成 24 年１月 31 日 

（中略） 

18. その他 

第４回新株予約権の発行に必要な一切の事項の

決定並びに手続の執行については、代表取締役又

はその指名する者に一任する。 
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法によるＡ種劣後株式及び本新株予約権の

発行並びに取締役の選任に関する各議案の

承認、並びに本新株予約権の発行に係る金

融商品取引法による届出の効力発生を条件

とする。 

(2) 第４回新株予約権の発行に必要な一切の事

項の決定並びに手続の執行については、代

表取締役又はその指名する者に一任する。

 


