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各  位 
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代表者名  代表取締役社長 星﨑 尚彦  
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問合せ先  取締役執行役員 

管理本部長 齋藤 正和 

電  話 ０４６５－２４－３６１１ 

 

ノンコミットメント型ライツ・オファリング及び第三者割当による新株式（ＤＥＳ）の募集 

及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社再生をより確実なものとし、かつ債務超過の解消

を行って株主利益に資するべく、包括的な再生資金調達と資本拡充を行う為の諸施策の実行を決

議致しました。具体的な決議内容は下記の通りです。 

 

• 株主割当による上場型無償新株予約権の発行（以下「本件ライツ・オファリング」とい

い、本件ライツ・オファリングにおいて発行される新株予約権を、以下「本新株予約権」

といいます。） 

• 第三者割当による新株式の募集（以下「本件デット・エクイティ・スワップ」といい、

本件デット・エクイティ・スワップにおいて発行されるＢ種劣後株式を、以下「本Ｂ種

株式」といいます。） 

• 発行可能株式総数の拡大を目的とした定款の一部変更（以下「本件定款変更」といい、

本件ライツ・オファリング、本件デット・エクイティ・スワップ及び本件定款変更を総

称し、以下「本件」といいます。）を行うこと 

• 「第三者割当（本件デット・エクイティ・スワップ）による劣後株式発行の件」及び発

行可能株式総数の増加を内容とする「定款の一部変更の件」を平成26年４月23日開催予

定の当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議すること 

 

これらの詳細につき、下記の通りお知らせいたします。なお、本新株予約権は、平成26年２月

21日の 終の普通株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対して無償で割り当てられ、

各株主の皆様においてその行使又は売却を選択していただくこととなります。 

また、本件デット・エクイティ・スワップは、平成 26 年４月 23 日開催予定の本臨時株主総会

において「第三者割当による劣後株式発行の件」及び「定款の一部変更の件」が承認されること

を条件としております。
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記 

Ⅰ 本件の目的等 

（１）概要 

• 店舗の質的充実と、アイケア（※１）を軸としたサービスの打ち出しにより、既存店

月次売上高前年同月比率が 100%を超える月が増え、「メガネのオールドストアの変革

者」として改善実績を積んでいる 

• 変革した店舗フォーマットにより新規出店を再開し、見込み通りの収益性を確保。当

社の売上総利益率は 65％程度と、小売業平均の 27％程度（経済産業省ホームページ統

計調査より）と比較して高い構造から、今後は既存店の売上回復に加えて、新規出店

の拡大により、平成 26 年 4 月期下期経常利益の黒字転換と、その後の売上増加に伴う

加速度的な高収益化を見込む 

• かかる状況を踏まえて、主に新規出店のための資金調達を行うことで再生への目処を

付けると共に、財務的課題であった債務超過を解消することが株主利益に資すると考

え、また当社長期連帯株主（※２）から、本件デット・エクイティ・スワップについ

てサポートを受けられたことから、包括的対応としての本件実行に至った 

（※１）眼の健康に関する本質的ニーズである「眼が衰えていくこわさ、つらさ」に対

して 適な提案を行っていく商品やサービスを示す 

（※２）長期連帯株主：長期に亘り株を保有し資金面から企業支援を行う株主を示す 

 

（２）背景 

当社主力事業が属する眼鏡小売業界では、近年、価格表示の明朗性・均一性や低価格を謳

った業態が急速に台頭するなど、競争環境が大きく転換いたしました。このことにより当

社業績は低迷し、当社は平成 20 年４月期より４期連続で営業赤字を計上いたしました。こ

れを受け、当社は、平成 24 年１月 31 日付けで、大手小売や消費財等、多様な業種の事業

再生に多くの実績を有するアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合がサービスを提

供してい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、AP Cayman Partners Ⅱ, L.P.、Japan Ireland Investment 

Partners 及びフォーティーツー投資組合（以下４ファンドを総称して「AP ファンド」とい

います。）からの資本を受け入れるに至り、AP ファンドを長期連帯株主として、新たな資本

関係と経営体制のもとで、事業の抜本的な再生に向けた各種の取組みを行ってまいりまし

た。具体的には、平成 24 年４月期及び平成 25 年４月期において、構造改革の実施により

店舗賃料をはじめとする 10 億円以上の大幅な固定費の削減を実現したことに加え、店舗の

リニューアル及び新しい広告キャラクターを起用してのマーケティング投資等を行いまし

た。そして、その結果としては、経費面では店舗賃料や人件費などの経常的な固定費の抑

制が図られ、売上面では店舗リニューアルやマーケティング施策の実施後に集客数や売上



－3－ 
 

高の増加が見られました。例えば、平成 25 年 4 月期にリニューアルを実施した 26 店舗に

おいては、実施前 90 日間累計に対する実施後 90 日間累計の売上前期比の延びが 21％増加

するなど、一定程度の効果を確認いたしております。 

しかしながら、これら施策も、旧来型の店舗、いわゆるオールドストアが多く、長らく下

降トレンドにあった既存店月次売上高の減少を完全に補うには至らず、平成 24年４月期に

おいては営業損失 1,289 百万円、経常損失 1,480 百万円、当期純損失 1,978 百万円を、平

成 25 年４月期においては営業損失 1,607 百万円、経常損失 1,654 百万円、当期純損失 2,292

百万円を、平成 26 年４月第２四半期累計期間においては営業損失 1,130 百万円、経常損失

1,273 百万円、四半期純損失 1,371 百万円をそれぞれ計上いたしました。当社の重点施策で

ある「アイケア重視のサービス型店舗モデル」の導入において、収益向上に効果的な商品

やサービス等を具体化する過程でのトライアル＆エラーに時間を要し、売上の回復が見込

みより半年程度遅延したことから、上期の業績が予想を大きく下回りました。下期におき

ましては、売上高が上昇基調にあり業績回復の確かな兆しが見られるものの、上期の損失

を補うには至らず、平成 26 年４月期通期業績予想は当初売上高 18,000 百万円、営業利益

900 百万円、経常利益 900 百万円、当期純利益 700 百万円の予想から売上高 16,700 百万円、

営業損失 1,000 百万円、経常損失 1,270 百万円、当期純損失 1,500 百万円へとそれぞれ下

方修正を行っております。 

これらにより、当社は現在継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況にあり、

当社株式は、平成 25 年７月 31 日付で公表のとおり、債務超過による上場廃止に係る猶予

期間に入っております。かかる猶予期間の末日である平成 26 年４月 30 日までに債務超過

の解消が行えない場合、当社普通株式は東京証券取引所有価証券上場規程第 604 条の２第

１項第３号（関連規則は同第 601 条第１項第５号）に規定された上場廃止基準に基づき上

場廃止となります。 

かかる状況に対応すべく、当社は、業績回復が遅れたことによる運転資金の不足を補うた

め AP ファンドの共同出資によって平成 24 年８月に設立された、眼鏡・補聴器革新株式会

社（以下「EHI」といいます。EHI の概要につきましては、下記「５．割当予定先の選定理

由等」をご参照ください。）より、当社の子会社であるアイウエア・ディベロップメント株

式会社（以下「ED」といいます。）を通じ、平成 24 年９月以降継続して資金の融資を受け

てまいりましたことに加え、資本増強を図る目的で平成 25 年５月 20 日付開示資料「ライ

ツ・オファリングとしての株主割当て（無償）による上場型新株予約権の発行に関するお

知らせ」にて公表したライツ・オファリング（以下「前回ライツ・オファリング」といい

ます。）を実施し、905 百万円を調達いたしました。しかしながら、上記の通り平成 26 年４

月期当期純利益が当初予想していた 700 百万円から当期純損失 1,500 百万円となったこと

などから、ED の当社に対する貸付元本債権残高は、平成 26 年 2月 4日現在 1,960 百万円（平

成 25 年 10 月 31 日時点において 1,750 百万円）となっており、また、平成 25 年 10 月 31

日時点において当社は依然として 2,583 百万円の債務超過に陥っています。 
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これに対し、当社としては不断の資金・資本拡充と収益改善努力を行っており、資金・資

本拡充策としては、平成 25 年 10 月 25 日には第三者割当による行使価額修正条項付き第６

回新株予約権（以下「第６回新株予約権」といいます。）の発行を決議し、平成 26 年２月

10 日終了時点で総額 250 百万円がその行使によって払い込まれております。これは、前回

ライツ・オファリングによる資金調達額が当初想定していた 1,368 百万円に対して、905 百

万円にとどまったことから、その不足額相当を調達する趣旨で実施したものです。当社は

前回ライツ・オファリングで計画通りの資本増強が図られ、事業の再生が当初の想定通り

進捗すれば、その後に比較的小規模な追加的ファイナンスを実施することで、平成 26 年４

月期末における債務超過を解消できると考えておりましたが、上記の通り平成 26 年４月期

第２四半期累計期間において、売上回復が見込みより半年程度遅延した結果として想定を

上回る当期純損失を計上したことにより、平成 25 年 10 月 31 日時点における債務超過額は

2,583 百万円となり、更には同実績を踏まえ平成 26 年４月期通期の業績予想を下方修正し

たことにより、平成 26 年 4 月末時点の債務超過予想額が 2,712 百万円と増加していること

から、債務超過の解消にはもう一段の抜本的施策が必要な状況です。 

他方、収益改善努力については、下表の通り成果が数字として出始めており、再生への目

途が立ちつつあります。平成 25 年３月 15 日付開示資料「中期経営計画の策定と、眼鏡補

聴器革新機構株式会社との連携強化に関するお知らせ」（眼鏡補聴器革新機構株式会社は、

平成 25 年４月２日付で眼鏡・補聴器革新株式会社に社名変更しております。）及び平成 25

年 12 月 13 日付開示資料「中期経営計画の進捗について」にて公表した通り、当社は事業

の再生に向けた中期経営計画（以下「本中期計画」といいます。）を策定し、目下、本中期

計画に基づき、既に一定の効果を上げているコスト構造の改善に加え、店舗運営における

業務内容や商品構成及びディスプレイの見直し、店舗内・外装の改修による既存店舗の質

的向上、及び「アイケア」の充実化、並びにその周知を図るためのマーケティング投資を

順次行っております。これら施策は既に成果が表れており、下表の通り平成 25 年４月に既

存店月次売上高が 63 か月ぶりに前年同月比で 100％を超えたことに続き、同年 11 月には前

年同月比 108.1％、同年 12 月には同 104.2％、本年 1 月には同 103.5％と３か月連続での

100％超えを達成いたしました。これは、過去長らく続いた既存店月次売上高の低下傾向が、

ついに反転して回復トレンドに転じたものと判断しております。 
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（当社眼鏡小売部門 既存店 月次売上高 前年同月比率の推移） 

 

こうした既存店の好調は、意味合いとしては、当社に多かったオールドストアを変革する

手法が確立したということであり、このアイケアを重視した、新型のサービス型店舗モデ

ルにより、平成 25 年 12 月に当社として５年ぶりとなる新規出店を行い、新たに４店舗を

オープンさせました。現時点において、当該 4 店舗の新店の売上実績は、基本的に 2 年間

で投資回収を行うという、今回想定したサービス型店舗モデルの収益性を確保できており

ます。当社の、オールドストアの変革者としての、新しい店舗モデル導入の成果は、特に、

商店街や近隣顧客の来店数が多い中規模ショッピングセンター内といった、地域密着性が

高く、かつ店前交通量が多い立地において先行して顕現しております。これは、アイケア

重視のサービス型店舗モデルが周知され集客とリピートに繋がるためには、繰り返しの顧

客接触が重要であるからと考えられます。従って、今回の新規出店も該当立地への出店で

あり、当社は該当立地への出店を今後更に加速していくことを計画しております。 

当社の店舗網は、過去 大 500 店以上だったものを、不採算店舗の閉鎖により現状約 300 

店まで絞り込んでおりますが、平成 25年 12 月 13 日付開示資料「中期経営計画の進捗につ

いて（施策面）」の７頁にて公表した計数計画の付表（出店数）の通り、今後、平成 27 年

４月期中に 25 店、平成 28 年４月期中に 40 店、本中期計画期間中に合計で 65 店以上の新

規出店を行い、店舗数は AP ファンドからの資本受け入れ前の平成 22 年から平成 23 年頃と

同水準の 400 店舗近くまで回復させる計画です。当業界における近年のひとつの成功パタ

ーンである廉価な眼鏡を物販に特化して大量に販売する「低単価」、「高回転」型の販売店

モデルが、駅ビルや巨大ショッピングセンターなどの大規模な商圏に立脚しており、必然

的に追加出店の余地が限られることに対し、今後当社が出店を目指す立地は比較的商圏が

小さいが故に数は多く、新規出店機会も豊富であることから、かかる新規出店計画は十分

に実現可能なものであると判断しております。当社は AP ファンドからの資本を受け入れた

平成 24 年１月以降、不採算店舗の閉鎖を行ってまいりましたが、これら好立地の新規店舗

による不採算店舗の置き換えが進むことにより、収益性の改善と共に売上金額の回復が実
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現できると考えております。 

また、これら施策が全体として効果を発揮することにより、３期後の平成 28 年４月期に

おいて、売上高 26,000 百万円、営業利益 2,300 百万円（営業利益率 9％）を達成すること

を目標としております。 

 

（３）目的及び内容 

かかる状況を受け、当社は、本中期計画を実現する上で、新規出店を中心に必要となる資

金を確保し、再生への道筋をより確度が高いものとし、かつ債務超過を解消して株主利益

に資するために必要となる資本を増強する目的のもと、既存株主の皆様への影響等も勘案

しつつ、様々な資金・資本増強施策について検討を重ねてまいりました。 

まず、アイケアを軸としたサービス型店舗の出店に際しては、この度の経験から一店舗あ

たり 40百万円程度の支出を見込んでおり、本中期計画に従い、平成 27年４月期中に 25店、

平成 28 年４月期中に 40 店、合計で 65 店舗の新規出店を行うためには総額で約 2,600 百万

円の資金が必要となります。必要資金の一部は今後生じる事業利益からまかないますが、

より一層のスピード感をもって本中期計画を実行し、早期に黒字化を果たし株主に還元し

ていくためには、外部資本の調達が望ましいと考えています。また、かかる新規出店に際

しては、直近競合大手チェーンが法的整理を申請する等、業界再編の動きが活発化する中、

当社としても M&A 的手法によって短期間にチェーンを拡大することも計画しております。 

その他、前回ライツ・オファリング調達時に、新商品の入替えやウェブ販促・コーポレー

トサイト改修などのインターネット関連の拡充、及び顧客管理のためのＩＴインフラの整

備などに効果を挙げた売上対策資金の確保についても喫緊の課題となっております。 

また、既に述べた通り、現在当社は上場廃止の猶予期間に入っており、当社普通株式の上

場を維持するためには少なくとも平成 25年 10月 31日現在の債務超過額である 2,583 百万

円（平成 26年 4 月末時点の債務超過予想額 2,712 百万円）以上の資本増強が必要となって

おります。当社といたしましては、当社株式の流動性を確保することが株主価値を維持す

る観点からも望ましいこと、並びに足下の事業環境が好転しており今後株主価値が増大し

ていくことが見込まれることなどに鑑み、上場維持を優先的課題として捉えています。 

これらを踏まえ、資金面・資本面の需要、ならびに市場調達の可能性を総合的に鑑み、本

件ライツ・オファリングを実施することを、今般決議致しました。この調達金額における、

資本面に関する検討を以下お伝え致します。 

① 本件デット・エクイティ・スワップについて 

資本の増強を検討するにあたり、まずは当社の有利子負債残高が平成 25 年 10 月 31 日時

点で 9,912 百万円となっており、当社の業績に比して過大な水準であると考えられること

から、当社債権者に対する協力要請を行うことを検討いたしました。かかる有利子負債残

高の内訳は、銀行借入金 7,896 百万円、関係会社短期借入金 1,750 百万円及び株主に対す

る長期借入金 266 百万円であります。 
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このうち、関係会社借入については当社の支援先である EHI が、当社の子会社である ED

を通じて当社に対して融資を行ったものであります。このたび当社は、銀行借入について

は既に元金返済の停止など一定の協力を得ており追加的な協力要請は困難であること、並

びにEHIがAPファンドによって設立された会社であり、APファンドは長期連帯株主として、

当社に対する支援を行っていることなどを鑑み、EHI に対して資本増強に向けての協力を要

請し、結果として ED の当社に対する貸付元本債権残高 1,960 百万円（平成 26 年２月４日

現在。平成 25 年 10 月 31 日時点において 1,750 百万円。）の全額を EHI が ED より譲り受け

たうえで、その全額を資本に振り替えること（本件デット・エクイティ・スワップ）につ

いて了承を得ました。このように、本件デット・エクイティ・スワップは ED の当社に対す

る金銭債権を EHI に譲渡する方法によって、EHI を当社の直接の債権者にしたうえで行うも

のであります。なお、ED が EHI に対して発行している社債 1,797 百万円と未払利息 164 百

万円の合計 1,961 百万円のうち、元金 1,796 百万円と未払利息 164 百万円の合計 1,960 百

万円は、本譲渡により償還されます。差額 1百万円は ED が運転資金として調達した資金で

あり、本譲渡対象外として、償還せずに社債として引き続き継続いたします。 

② 本新株予約権付ローンの行使について 

また、株主に対する長期借入金は、新株予約権付ローンとして平成 24 年１月 31 日付で発

行した当社第 1回乃至第 4回新株予約権（以下「本新株予約権付ローン」といいます。）に

係る貸金元本債権総額金 666 百万円のうち未行使分 266 百万円に係るものであります。当

社は、かかる本新株予約権付ローンの未行使分についても、その行使を新株予約権者であ

る AP ファンドに依頼し、これについても口頭にて了承を得ました。本新株予約権付ローン

の行使は、平成 26 年４月 14 日付で行う予定です。 

③ 本件ライツ・オファリングについて 

平成 25 年 11 月 11 日以降、平成 26年２月 10 日までに第６回新株予約権の行使により 250

百万円の資本増強がなされ、また上記本件デット・エクイティ・スワップ 1,960 百万円及

び本新株予約権付ローン 266 百万円の行使により、合計で約 2,476 百万円の資本増強がな

される予定ですが、上述の通り、当社は平成 25 年 10 月 31 日現在で 2,583 百万円の債務超

過であることに加え、前述の本中期計画の成果結実の遅延から、平成 26 年４月期下半期に

おける当期純損失の予想額も 129 百万円と継続して赤字が見込まれていることから、平成

26 年４月末における債務超過の予想額は 2,712 百万円となっており、上記資本増強 2,476

百万円を考慮しても、債務超過の解消には少なくとも 236 百万円が不足する状況となって

おります。かかる不足額に対処するため、当社は、本件ライツ・オファリング（ 大資本

増強額 2,026 百万円、発行諸費用 156 百万円、諸費用を除く 大手取概算額 1,870 百万円）

が、資金面に加え、資本面でも不可欠であるとの判断に至りました。 

この実施により、平成 26 年４月末時点の純資産額に影響しうる、本件ライツ・オファリ

ングの行使比率並びに当社平成26年４月期の下期業績の２つがそれぞれ下ぶれした場合に

おいても、確度高く債務超過の解消が行えると判断しております。 
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まず、本件ライツ・オファリングの行使比率が平成 25 年 10 月までに国内で公表されたラ

イツ・オファリングの先行事例である 14 件の平均値である約 90％となった場合、諸費用を

除いた本件ライツ・オファリングによる資本増強額は 1,667 百万円となりますので、当社

純資産は 1,431 百万円となります。これに対し、本件ライツ・オファリングの行使比率が

想定を下回っても、20％以上であれば本件ライツ・オファリングによる資本増強額は 249

百万円となり、債務超過が解消される見込みです。本件ライツ・オファリングにおいては、

行使比率が一定の水準に達するよう、過去の事例における行使価額の株式の時価に対する

ディスカウント率などを加味して決定しておりますが、この行使比率 20％という水準は過

去に例の無い低水準であり、本件ライツ・オファリングによる 236 百万円以上の資本増強

は相当程度に確度が高いものであると判断しております。 

他方、当社下期業績については、当社眼鏡小売部門における既存店売上高前年同月比が平

成 25 年８月、11 月、12 月、及び平成 26 年１月において 100％以上で推移するなど好調な

トレンドを維持してはおりますものの、小売業という特性から、天候不順や為替相場の急

激な変動、４月からの消費税増税など、売上変動に繋がるリスクが存在しており、先行き

はまだ不透明な状況が続いております。債務超過解消が当社にとって優先的課題であるこ

と、及び業績の黒字化のためにはなお一層の売上高回復が必要となっていること等に鑑み、

仮に当社下期業績が現状における予想よりも悪化した場合を想定すると、平成 26 年 4 月期

下期の売上高が予想を大きく下回る予算比 85％前後の水準まで後退した場合、売上総利益

率の高い構造上、 大で 900 百万円から 1,100 百万円の損失が生じ得、この場合、債務超

過を解消するためには本件ライツ・オファリングの行使比率が 75％以上となる必要があり

ます。ただし、当社の業績は、上記の通り直近では３ヶ月連続して既存店売上高の前年同

月比が 100％を超えるなど改善基調にあり、今後悪化する兆しは把握していない事から、業

績の変動リスクについては余裕のある設定であると考えております。 

なお、かかる債務超過解消の確度については、当社平成 26 年４月期第３四半期の業績の

開示後直ちに当該業績の内容も踏まえたうえで改めて試算し、別途開示させていただきま

す。 
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 平成 26 年４月末までに債務超過の解消が行えない場合、結果として当社普通株式は東京

証券取引所有価証券上場規程に基づき上場廃止となりますが、当社といたしましては、債

務超過の解消による当社普通株式の上場維持を、株主価値を維持する観点から優先的課題

として捉えております。このため、本件ライツ・オファリングは、第三者との間で予め本

新株予約権が行使されないときに、当該第三者が当該行使されない新株予約権を取得した

うえで行使することを内容とする契約をするいわゆるコミットメント型のライツ・オファ

リングには該当しないものの、上記上場廃止リスクにでき得る限り対処する目的で、本新

株予約権の発行要項において、平成 26 年４月 14 日（月）に、同日において残存する本新

株予約権の全部を無償で取得する旨の条項（以下「全部取得条項」といいます。）を定めて

おります（本新株予約権の行使を希望する方は取得日の前日までにお手続きいただく必要

があります）。従いまして、当社は、平成 26 年 4 月期下半期の業績が予想通りの結果とな

っても本新株予約権の行使比率が 20％未満にとどまり、または平成 26 年４月期下半期の業

績が大幅に下振れることで、平成 26 年４月末時点の債務超過が見込まれた場合、かかる全

部取得条項に基づき取得した本新株予約権を、第三者による行使を前提として、当該第三

者における取得後の保有比率が当社株式の 1/3 超とならない範囲とするなど、公開買付規

制の適用を受けない範囲で譲渡することを検討いたします。ただし、かかる第三者への譲

渡については、いくつかの譲渡候補先を予定しているものの、具体的な相手先及び譲渡価

格などはすべて不確定となっておりますので、全部取得をしたものの譲渡先が見つからず

に結果として当社普通株式が上場廃止となるリスクがあります。全部取得条項に基づき当

社が取得した新株予約権の譲渡候補先などの詳細につきましては、「６．取得条項にかかわ

る方針」をご参照ください。また、譲渡先が見つかった場合には、新たに大量の株式を保

有する株主が発生する可能性があることとなります。かかる譲渡の実行に際しては、その
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必要性等も鑑みたうえで、妥当な条件となるよう協議・交渉を行い、またその内容につい

て、適宜公表させていただきます。 

また、本件デット・エクイティ・スワップについては、本臨時株主総会において「第三者

割当による劣後株式発行の件」及び「定款の一部変更の件」が承認されることを条件とし

ており、本臨時株主総会の開催予定は平成 26 年４月 23 日であり、本件ライツ・オファリ

ングの行使期間終了後であることから、本臨時株主総会の結果によっては、本件ライツ・

オファリングが実施されたものの、本件デット・エクイティ・スワップが実施されないリ

スクがあります。当社としましては、平成 26 年 4 月期末に債務超過を解消するべく、下期

経常黒字化の達成に向け全社を挙げて取り組み、合わせてライツ・オファリングの取得条

項によるバックアッププランを実施するなど、 善を尽くすことにより、本同臨時株主総

会において本件デット・エクイティ・スワップが必ずや承認されるものと考えております

が、株主の皆様におかれましては、上記リスク等を十分にご理解いただいたうえで、本新

株予約権にかかわる投資判断を行っていただきますよう、お願い申し上げます。 

 

④ 株主総会の開催について 

平成 26 年２月 10 日現在における当社の発行済普通株式数は 33,876 千株であります。ま

た、当社が発行するＡ種劣後株式を保有するＡ種劣後株主（以下「Ａ種劣後株主」といい

ます。）は、当社定款の定めに基づき、平成 25 年９月 30 日以降いつでも、当社に対して、

その有する劣後株式の全部又は一部を、所定の方法に従って算出される数の当社普通株式

の交付と引換えに取得することを請求する権利（以下「劣後株式転換請求権」といいます。）

を有しており、Ａ種劣後株式の取得と引換に交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ

種劣後株式の数に取得比率 1.257 を乗じて得られる数であるため、本日現在における発行

済Ａ種劣後株式の全部である 30,318 千株を基準に計算した場合、その取得と引換に交付さ

れる普通株式の数は、38,109 千株となります。さらに、残存する本新株予約権付ローンに

かかわる新株予約権が行使された場合、4,162 千株のＢ種劣後株式が発行され、かかるＢ種

劣後株式について劣後株式転換請求権（Ｂ種劣後株式に関する劣後株式転換請求は、Ｂ種

劣後株式の発行から１年後の日以降行使が可能です。）が行使された場合、当社普通株式

4,162 千株が交付されます。 

本件ライツ・オファリングによって発行される本新株予約権のすべてが行使された場合、

当社発行済普通株式数は 67,547 千株増加（本新株予約権の株主確定日以前にＡ種劣後株式

転換請求権に基づいてＡ種劣後株主に普通株式が交付された場合には、増加普通株式数は

大で 76,219 千株増加します。当社は、平成 26 年２月 10 日現在において、Ａ種劣後株主

が結果として本新株予約権の割り当てを受けることとなることを回避する目的で、すべて

のＡ種劣後株主である AP ファンドから、Ａ種劣後株式転換請求権を行使しない旨の合意書

を取得するとともに、Ａ種劣後株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、Ａ

種劣後株式転換請求権の行使を本新株予約権の効力発生日である平成 26 年２月 24 日まで
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の間禁止する旨の本新株予約権発行要項に対する承認を得ています。）し、101,423 千株と

なります。また、発行済み既存Ａ種劣後株式の転換に際しての取得比率が、本件ライツ・

オファリングの影響により、本件ライツ・オファリングの株主確定日である平成 26 年２月

21 日以降、現行の 1.257 から 2.065 に調整されるため、Ａ種劣後株式について劣後株式転

換請求権が行使された場合に交付する当社普通株式数は、現行の 38,109 千株から 62,607

千株に増加します。 

さらに、本件デット・エクイティ・スワップにより発行されるＢ種劣後株式数は 65,335

千株であります。かかるＢ種劣後株式は、その発行日の１年後である平成 27 年４月 22 日

以降劣後株式転換請求権の行使が可能となり、劣後株式転換請求権が行使された場合に交

付する当社普通株式数は、65,335 千株となります。発行済株式数と新規発行株式数、及び

劣後株式にかかわる潜在普通株式数の推移は下図の通りです。 

なお、当社は第６回新株予約権について、平成 26 年１月 23 日付「行使価額修正条項付き

第６回新株予約権（第三者割当）の取得に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通

り、平成 26 年２月 14 日付で取得することを予定しておりますが、かかる取得日までの間

は、新株予約権者による行使がなされる可能性がありますので、これにより当社普通株式

数は、 大で 2,440 株増加する可能性があり、その場合本件ライツ・オファリングにより

発行される 大の普通株式数は 72,427 株に増加します。 

 

株式数 

（平成 26 年２

月 10 日時点）

普通株式換算 

（平成 26 年２

月 10 日時点） 

普通株式換算 

（本件実施後）

普通株式 33,876 千株 33,876 千株 33,876 千株

本件ライツ・オファリング － － 67,547 千株

Ａ種劣後株式 30,318 千株 38,109 千株 62,607 千株

本新株予約権付ローン 4,162 千株 4,162 千株 4,162 千株

本件デット・エクイティ・スワップ － － 65,335 千株

合計 68,357 千株 76,149 千株 233,529 千株

当社は、本新株予約権の行使によって新株式を交付することで当社発行済株式数が当社発

行可能株式総数を超える状態となることを避けるため、Ａ種劣後株式について、本件ライ

ツ・オファリングの発行要項において、同新株予約権の割当日である平成 26 年２月 24 日

までの間は、劣後株式転換請求権の行使を行えない旨の制限条項を付し、さらに、本日、

すべてのＡ種劣後株主である AP ファンドから、Ａ種劣後株式転換請求権を行使しない旨の

合意書を取得するとともに、Ａ種劣後株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を開催

し、当該株主が劣後株式転換請求権を行使できないこと、その結果として、当該株主につ

いては本件ライツ・オファリングによる本新株予約権の付与が制限されることにつき、承

認を得ておりますが、仮にすべての本新株予約権が行使され、その後かかる転換請求権の

制限解除後にすべての劣後株式転換請求権が行使された場合は、上図の通り当社普通株式

数は 233,529 千株となり、当社の本日現在における発行可能株式総数 176,000 千株を超過

することとなります。従いまして、当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 26 年
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４月 23 日開催予定の本臨時株主総会で「定款一部変更の件」が特別決議で承認されること

を条件として、上記資本政策を実現する目的で発行可能株式総数を現行の 176,000 千株か

ら、平成 26 年２月 10 日時点における発行済株式数 64,194 千株（普通株式 33,876 千株、

Ａ種劣後株式 30,318 千株）のおよそ４倍である 250,000 千株に変更することを決議いたし

ました。本件デット・エクイティ・スワップの実行は、本臨時株主総会において、発行可

能株式総数の増加に係る定款の一部変更案が承認可決されることが効力発生の条件となり

ます。また、本件デット・エクイティ・スワップによる本Ｂ種株式の発行は、希薄化率が 25％

を超えることから、東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」第 432 条の定めに従い、

株主の意思確認手続として本臨時株主総会において承認を得る予定です。 

 

Ⅱ 本件の日程 

日程 内容 

平成26年２月12日(水) 取締役会決議 

有価証券届出書提出 

平成26年２月20日(木) 有価証券届出書の効力発生日（期間短縮） 

平成26年２月21日(金) 本件ライツ・オファリングにかかわる株主確定日

及び本臨時株主総会にかかわる基準日 

平成26年２月24日(月) 

（東京証券取引所より後日発表) 

本新株予約権無償割当ての効力発生日 

本新株予約権上場日 

平成26年３月11日(火) 本新株予約権の株主割当通知書送付予定日 

平成26年３月28日(金)から 

平成26年４月11日(金)まで 
一般投資家による本新株予約権行使可能期間 

平成26年４月７日(月) 

（東京証券取引所より後日発表) 
本新株予約権の上場廃止日 

本件ライツ・オファリングの一般投資家による行

使結果の公表 

本新株予約権の取得日 

平成26年４月14日(月) 

本新株予約権の第三者への譲渡日（もしあれば） 

平成26年４月21日(月) 本新株予約権の権利行使期間 終日 

平成26年４月22日(火) 本件ライツ・オファリングの行使結果の公表 

（未行使新株予約権の全部取得後に本譲渡がなさ

れた場合のみ公表の予定） 

平成26年４月23日(水) 本臨時株主総会の開催日 

平成26年４月24日(木) 本新株式第三者割当の効力発生日 

※ 本件デット・エクイティ・スワップは、本件デット・エクイティ・スワップによる希薄化だ

けが起こったうえで、本件ライツ・オファリングが不調に終わることで結果として当社普通
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株式も上場廃止になるという状況を避けるため、本件ライツ・オファリングの行使結果公表

後に開催を予定している本臨時株主総会で承認を得ることを効力発生の条件としておりま

す。従って、本件ライツ・オファリングの実施後、仮に本臨時株主総会において本件デット・

エクイティ・スワップの実施が否決された場合は、本件ライツ・オファリングの結果に係ら

ず当社普通株式が上場廃止になるリスクがあることとなります。当社としましては、平成

26 年 4 月期末に債務超過を解消するべく、下期経常黒字化の達成に向け全社を挙げて取り

組み、合わせてライツ・オファリングの取得条項によるバックアッププランを実施するなど、

善を尽くすことにより、本同臨時株主総会において本件デット・エクイティ・スワップが

必ずや承認されるものと考えておりますが、株主の皆様におかれましては、上記リスク等を

十分にご理解いただいたうえで、本新株予約権にかかわる投資判断を行っていただきますよ

う、お願い申し上げます。。 

 

Ⅲ 本件ライツ・オファリング及び本件デット・エクイティ・スワップに関する事項 

１．募集の概要 

(１)新株予約権の内容等  

① 新株予約権の名称 株式会社メガネスーパー第７回新株予約権 

② 新株予約権の目的とな

る株式の種類及び数 
本新株予約権１個当たり、当社普通株式２株 

③ 新株予約権の総数 33,773,664 個 

※ 発行する新株予約権の総数は、株主確定日における当

社の発行済普通株式総数から、同日において当社が保

有する当社普通株式数を控除した数とし、上記発行数

は、平成 26 年２月 10 日現在の当社発行済普通株式総

数（33,876,763 株）及び自己保有株式数（103,099 株）

を基準として算出した見込み数である。 

 ただし、本新株予約権の株主確定日以前にＡ種劣後株

式転換請求権に基づいてＡ種劣後株主に普通株式が交

付された場合には、上記発行数（本新株予約権の総数）

は 大で 38,109,952 個増加し、71,883,616 個となる。

なお、当社は、平成 26 年２月 10 日現在において、Ａ

種劣後株主が結果として本新株予約権の割り当てを受

けることとなることを回避する目的で、すべてのＡ種

劣後株主である AP ファンドから、Ａ種劣後株式転換請

求権を行使しない旨の合意書を取得するとともに、Ａ

種劣後株式の種類株主を構成員とする種類株主総会に

おいて、Ａ種劣後株式転換請求権の行使を本新株予約
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権の効力発生日である平成 26 年２月 24 日までの間禁

止する旨の本新株予約権発行要項に対する承認を得て

いる。  

④ 新株予約権の行使に際

して出資される財産の

価額（行使価額） 

１個（２株）につき 60 円 

⑤ 新株予約権の行使に

よって株式を発行す

る場合における資本

組入額 

１個（２株）につき 30 円 

⑥ 新株予約権の権利行

使期間 

平成 26年３月 28日(金)から平成 26年４月 11日(金)まで

及び平成 26 年４月 21 日（月） 

※ 下記⑧に記載の通り、当社は、平成 26 年４月 14 日（月）

に、同日において残存する本新株予約権の全部を取得

します。従って、本新株予約権の割当を受け、又は本

新株予約権を市場で取得した一般の投資家が本新株予

約権を行使する場合、平成 26 年３月 28 日(金)から平

成 26 年４月 11 日(金)までの期間に本新株予約権の行

使請求を行う必要があります。 

⑦ 新株予約権の行使条件 各本新株予約権の一部行使はできない。 

米国居住株主は、本新株予約権を行使することができな

い。 

⑧ 新株予約権の当社の取

得事由 

当社は、平成 26 年４月 14 日（月）に、同日において残存

する本新株予約権の全部を無償で取得するものとする。 

⑨ 募集又は割当方法 平成 26 年２月 21 日（金）を株主確定日とし、当社普通株

式に係る当該株主確定日における 終の株主名簿に記載

又は記録された当社以外の普通株主に対して、その有する

当社普通株式１株につき１個の割合で株式会社メガネス

ーパー第７回新株予約権を新株予約権無償割当て（会社法

第 277 条）の方法により割当を行う。 

なお、当社が発行するＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ａ種

劣後株式及びＢ種劣後株式については、当社定款の定めに

基づき新株予約権の無償割当ては行わない。 

⑩ 新株予約権の行使請

求の方法 

(１)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、

直近上位機関（当該本新株予約権者が本新株予約権の振替

を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理
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機関をいう。）に対して、本新株予約権の行使を行う旨の

申し出及び払込金の支払いを行う。 

(２)直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を

申し出た者は、その後これを撤回することができない。 

※ 各株主様における本件手続きの詳細につきましては、

平成 26 年２月 12 日公表の「株主割当による上場型無

償新株予約権（ノンコミットメント型ライツ・オファ

リ ン グ ） に 関 す る ご 説 明 （ Q ＆ A ）」（ URL: 

http://www.ir.meganesuper.co.jp/ja/Top.html）をご

参照ください。 

⑪ その他 当社は、本新株予約権の権利行使を受けた場合、その目的

たる普通株式を新規に発行した上で交付する（自己株式に

よる交付予定はなし）。 

 

（２）新株式の内容等 

① 新株式の種類 株式会社メガネスーパーＢ種劣後株式 

② 新株式の総数 65,335,539 株 

③ 発行価額 30 円 

④ 発行価額の総額 1,960,066,197 円 

⑤ 資本組入額 980,033,085 円（１株につき 15 円） 

⑥ 払込期日 平成 26 年４月 24 日（木） 

⑦ 募集又は割当方法 

（割当予定先） 

第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）の方式によ

り全額を EHI に対して割り当てる 

⑧ その他 本新株式の発行と引き換えに出資される財産の内容は、割

当予定先及び ED 間の平成 26 年２月 10 日付「債権譲渡契

約書」に基づき割当予定先が有する貸金元本債権額面金

1,960,066,197 円とする。 

 

２．募集の理由（調達資金の使途）等 

(１)本件ライツ・オファリングを選択した理由 

本件ライツ・オファリング（ノンコミットメント型）を選択するに至った具体的な検討内

容は以下の通りであります。 

① 資金調達方法の検討について 

A． 金融機関等からの借入 

上述の通り、現状当社は債務超過の状態にあり、かつ継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような状況で、未だ事業再生の過程にあることから、主に安定した企業を
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対象とする金融機関等からの借入れによる資金調達は、本件の目的に照らして適当で

はないと判断いたしました。 

B． 公募増資 

公募増資については、当社の株式流動性や時価総額がより高い水準に至った際には有

力な資金調達手段となり得る可能性がありますが、現在の当社における財務状況や株

式流動性、時価総額等を鑑みた結果、現時点においては、資金調達手法の候補からは

除外しております。 

C． 第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券の発行 

第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券発行については、(ⅰ)特定の第三

者にのみ新株を割り当てることになることから、広く株主の皆様に新株取得の機会を

提供することができないこと、及び、(ⅱ)本件デット・エクイティ・スワップに加え

て調達を予定する資金の額及び当社の時価総額に鑑みると、既存株主の皆様における

希薄化の影響が大きくなることが懸念されることから、資金調達手法の候補として、

必ずしも望ましい手法ではないとの考えに至りました。 

D． 株主割当による新株式又は新株予約権の発行 

株主割当による新株式又は新株予約権の発行は、すべての既存株主を対象として新株

の引受権または新株予約権を割り当てるものであることから、第三者割当におけるよ

うな既存株主の皆様における希薄化の影響を極小化できると考えられ、有力な資金調

達方法であると考えております。しかしながら、通常の株主割当においては、株主の

皆様が割当てを受けた新株の引受権または新株予約権の流動性がほぼないことから、

新株の取得を希望されない株主の皆様が希薄化に伴う影響を回避する選択肢が限定的

であり、また、当社としても、予定する額の資金調達が実現できない恐れが強く存在

することとなります。 

E． コミットメント型ライツ・オファリング 

ライツ・オファリングには、特定の証券会社等の金融機関との間で、当該金融機関が

予め一定の期間内に行使されなかった新株予約権について、その全てを引き受けた上

でそれらを行使することを定めた契約を締結する、いわゆるコミットメント型ライ

ツ・オファリングといわれるスキームがあり得、かかるスキームを採用した場合、会

社側としては資金調達額が当初想定していた額に到達せず、又はそれにより想定して

いた資金使途に充当できないこととなるリスクを低減させることができます。当社の

優先的課題である債務超過の解消を念頭におくと、予め資金調達額を確定させること

ができる同スキームが本来望ましいと考えられるため、当社といたしましては同スキ

ームについてもその実現可能性を検討いたしましたものの、いわゆるライツ・オファ

リングにおけるコミットメントが、金融商品取引法における有価証券の引受けに該当

するため、証券会社との間でコミットメント型ライツ・オファリングの実現可能性に

ついて協議を重ねた結果、上述の公募増資と同様に、現在の当社における財務状況や
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株式流動性、時価総額等を鑑みれば、その実施は相当に困難であると判断するに至り

ました。 

F． ノンコミットメント型ライツ・オファリング 

当社の資金調達の必要を充たし、株主の皆様への希釈化の影響を回避するために、ラ

イツ・オファリングのスキームは有効であると考えられる一方で、上記コミットメン

ト型ライツ・オファリングの実現には相当程度の困難が存在することから、本資金調

達方法（ノンコミットメント型ライツ・オファリング）が、適切かつもっとも現実的

な手段であると判断いたしました。 

② 本資金調達方法のメリット及びデメリット 

本資金調達方法は、上述のとおり、新株予約権を株主確定日時点において当社普通株

式を所有する、当社を除く全ての株主に対して無償で割当て、その行使に応じて資金を

調達する手法です。当社が本資金調達方法について認識しているメリット及びデメリッ

トは次のとおりです。 

（メリット） 

A． 株主様への平等な投資機会の提供 

本資金調達方法の特長として、すべての株主様に本新株予約権を無償で割り当てると

いうことがあげられます。かかる特長により、当社の現状並びに今後の事業展開及び

方向性を株主の皆様方に広くご理解いただくとともに、全ての株主の皆様にとって平

等な機会をご提供することが可能であると考えております。 

B． 既存株主における株式価値希薄化による影響の極小化 

株主の皆様には、保有する株式数に応じて本新株予約権が割り当てられるため、当該

新株予約権を行使することによって、各株主様の保有に係る株式価値が希薄化するこ

とを回避できます。また、新株予約権の無償割当てという発行形態は、株主の皆様に

よる本新株予約権の行使を前提とする資金調達方法ではありますが、本新株予約権は

東京証券取引所へ上場される予定であるため、本新株予約権の行使を希望されない株

主様が本新株予約権を市場で売却することも可能です。これにより、本新株予約権の

行使を行わない場合でも、持分の希薄化により生じる不利益の全部又は一部を、本新

株予約権の売却益によって補う機会が得られることが期待されます。 

C． 新株予約権の上場による新たな投資家層の開拓 

本新株予約権が東京証券取引所に上場することから、リスクを取って当社の事業再生

の過程をご支援いただける潜在的な投資家様に当社株式を保有する機会を新株予約権

という形で提供し、新たな投資家層を開拓することを可能とします。その結果、市場

を通じて株式を取得する新たな株主様の増加、新株の発行に伴う発行済普通株式数の

増加、及び当社株式の流動性の向上が見込まれます。 

（デメリット） 

A． 資金調達額の不確実性 
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本資金調達手法においては、発行した新株予約権が行使されることで、当社は資金の

調達を実現できることとなるため、上記「（２）本資金調達方法を選択した理由 ①資

金調達方法の検討について E.コミットメント型ライツ・オファリング」に記載の通

り、本新株予約権の割当てを受け、又は本新株予約権を、市場を通じて取得した株主

様の行動によっては、調達する資金の額が想定を下回る恐れがあります。従って、調

達金額によっては債務超過を解消できないため、結果として２期連続での債務超過と

なり、東京証券取引所有価証券上場規程第 604 条の２第１項第３号（関連規則は同第

601 条第１項第５号）に規定された上場廃止基準に抵触し、上場廃止となるリスクがあ

ります。なお、当社といたしましては、本件ライツ・オファリングにおいて、本新株

予約権のうち 75％以上が行使されれば、仮に業績が大幅に下振れたとしても債務超過

は解消できると考えており、同水準をひとつの目安として考えております。また、本

件ライツ・オファリングは、いわゆるコミットメント型のライツ・オファリングには

該当しないものの、資金調達額の不確実性に基づく上場廃止リスクにでき得る限り対

処する目的で、全部取得条項を定めております。従いまして、当社は、平成 26年 4 月

期下半期の業績が予想通りの結果となっても本新株予約権の行使比率が 20％未満にと

どまり、または平成 26 年４月期下半期の業績が大幅に下振れることで、平成 26 年４

月末時点の債務超過が見込まれた場合、かかる全部取得条項に基づき取得した本新株

予約権を、第三者による行使を前提として譲渡する可能性があります。こうした取り

組みによって、当社といたしましては資金調達額が不確実であるというデメリットを

補てんする意向でありますが、かかる第三者への譲渡については、いくつかの譲渡候

補先は予定しているものの、具体的な相手先及び譲渡価格などはすべて不確定となっ

ておりますので、全部取得をしたものの譲渡先が見つからずに結果として当社普通株

式が上場廃止となるリスクがあります。また、譲渡先が見つかった場合には、新たに

大量の株式を保有する株主が発生する可能性があることとなります。かかる譲渡の実

行に際しては、その必要性等も鑑みたうえで、妥当な条件となるよう協議・交渉を行

い、またその内容について、適宜公表させていただきますが、株主の皆様におかれま

しては、上記リスク等を十分にご理解いただいたうえで、本新株予約権にかかわる投

資判断を行っていただきますよう、お願い申し上げます。 

 

（２）本件デット・エクイティ・スワップを選択した理由 

本件デット・エクイティ・スワップは、有利子負債を圧縮しつつ資本増強を果たす目的で、

当社より実質的な債権者である EHI に対して協力を要請し、了承を得たものです。本件デ

ット・エクイティ・スワップに際しては、当社Ｂ種劣後株式が発行されます。このＢ種劣

後株式は、剰余金の配当が行われず、残余財産の分配についても、普通株式に劣後して行

われる一方で、議決権を有しております。そして、Ｂ種劣後株主は、当該Ｂ種劣後株式発

行日の 1 年後である平成 27 年４月 22 日以降いつでも、当社に対して、劣後株式転換請求



－19－ 
 

権を行使することができます。 

Ｂ種劣後株式は、残余財産分配につき普通株式に劣後する内容であり、剰余金を受け取る

権利が付されておらず、また、Ｂ種劣後株式の発行日から１年後の日までは普通株式を対

価とした取得請求権を行使することができないとされていることから、議決権を除く普通

株式の経済的価値が発行日において直ちに希薄化するものではなく、急激な希薄化に一定

の配慮がなされていると考えられることから、既存株主の利益をできる限り損なうことな

いまま、資本の増強を行うことが可能であると判断し、Ｂ種劣後株式の発行を選択しまし

た。 

 

（３）調達する資金の額（差引手取概算額） 

本件による資金調達額は、株主確定日における当社の発行済普通株式総数、及び株主の皆

様による新株予約権の行使状況により変動いたします。以下には、平成 26 年２月 10 日現

在の当社発行済普通株式総数（当社が保有する当社株式の数を除く。）を基準として算出し

た場合（本新株予約権の総数 33,773,664 個）において、行使比率を 100％と仮定（本新株

予約権の総数が全て行使されたと仮定）し、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差

引手取概算額を記載しております。本新株予約権の行使比率が 100％未満となった場合には、

払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少します。本件による調達

金額につきましては、本新株予約権の行使期間終了後に改めて開示いたします。 

なお、本件デット・エクイティ・スワップは当社に対する債権を現物出資するものであり、

金銭の払込はありませんので、本件デット・エクイティ・スワップによる資金の調達はあ

りません。 

（平成26年２月10日発行済普通株式総数基準） 

① 払込金額の総額                 2,026,419,840円 

② 発行諸費用の概算額（暫定値）  156,000,000円 

③ 差引手取概算額         1,870,419,840円 

（注１）発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

（注２）発行諸費用の内訳 

 ・業務委託報酬（三田証券株式会社）69百万円 

 ・その他諸費用（登記費用及び各口座管理機関への事務手数料等）87百万 

円（その他諸費用には、本件デット・エクイティ・スワップに関する登記費用等が含

まれております） 

 

(４)調達資金の使途 

終的な調達金額につきましては、株主の皆様による新株予約権の行使状況に依存いたし

ますので、現時点で確定することができませんが、行使比率が 100％であったと仮定した場

合の調達資金の金額、使途及び支出予定時期については以下のとおりであります。 
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なお、本件ライツ・オファリングでは、その特性上、想定していた資金のうち全額を調

達できないこととなる可能性があります。その場合、当社は、売り上げ対策費用と M&A 予

算をまずは優先的に確保したうえで、残額を順次新規出店資金に充当してまいります。た

だし、M&Aが下記支出期間内に実行できなかった場合、当社は当該M&A資金相当額について、

全額を自力での新規出店資金に充当する予定です。M&A 費用を新規出店資金に充当すること

とした場合には、資金使途の変更として別途開示いたします。また、新規出店資金として、

当社が計画している 1,200 百万円を確保できなかった場合は、出店計画を下方修正する可

能性があります。調達資金につきましては、支出までの間、当社の銀行預金口座において

資金管理する予定です。 

具体的な使途 

金額 

(百万

円) 

支出予定時期 

新規出店費用 1,200 平成26年５月～平成28年４月 

M&A等によるチェーン拡大費用 370 平成26年５月～平成28年４月 

売上対策費用 300 平成26年５月～平成27年４月 

① 新規出店費用 

当社は、既存店の業績が回復傾向にあることを受け、平成 25 年 12 月に当社として５年ぶ

りとなる新規出店を行い、新たに４店舗をオープンさせました。当社の店舗網は、過去

大 500 店以上だったものを、不採算店舗の閉鎖により現状約 300 店まで絞り込んでおり

ますが、今後、平成 27 年４月期中に 25 店、平成 28 年４月期中に 40 店、本中期計画期間

中に合計で 65 店以上の新規出店を行うことを計画しております。 

新規出店に係る費用は、建設費用及び預託保証金等充当資金として１店舗あたり平均 40

百万円、総額で約 2,600 百万円を見込んでおり、上記調達資金は、そのうち約 30 店舗の出

店に伴う資金に充当する予定です。なお、上記調達資金によって 30 店舗の新規出店を行っ

た以降の新規出店にかかわる必要資金については、構造改革以降の当社の営業活動から得

られるキャッシュフローを原資とする予定です。 

当社は、かかる新規出店の効果として、これまでの不採算店舗の閉鎖と併せて、好立地

の新規店舗による不採算店舗の置き換えが進むことにより、収益性の改善と共に売上金額

の回復が実現することを見込んでおります。 

なお、下記 M&A 等によるチェーン拡大が実現した場合、新規出店にかかわる総額は上記

約 2,600 百万円より低下する場合がありますが、少なくとも 30 店舗については、下記 M&A

等によらない新規出店を行うことを想定しておりますので、その場合であっても上記調達

資金の使途に変更は生じません。ただし、下記②に記載した M&A 手法によるチェーン拡大

が、現時点での想定を大きく上回るような効果を上げた場合には、自前での新規出店から

M&A による効率的な店舗網の拡大に新規出店費用を充当する可能性もございます。新規出店

費用を M&A に充当することとした場合は、資金使途の変更として別途開示いたします。 
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② M&A 等によるチェーン拡大費用 

また、直近競合大手チェーンが法的整理を申請する等、業界再編の動きが活発化してお

り、当社としても M&A 的手法によって短期間にチェーンを拡大することを計画しており、

370 百万円を当該費用に充当する予定です。M&A の対象としては、新型のアイケアを重視し

たサービス型の店舗モデルの導入による収益改善余地が大きいこと、また、自社による新

規出店との比較で高い費用対効果が期待できることが前提です。例えば、関東を中心とし

た東日本地域に、商業立地の大規模店舗ではなく比較的小さい商圏に深く根付いた店舗を

数多く有する、店舗網規模が 10 店程度から 100 店舗規模の中小の眼鏡チェーン店はかかる

前提に合致していると考えられ、想定される１案件あたりの投資金額は買収対象の資産状

況により数千万円から数億円の間を大きく変化しますが、当該する眼鏡チェーン店は数多

く実在します。なお、M&A 機会は計画的に創出することは一般的に困難であり、仮にある時

点で当社戦略との整合性の高い M&A 案件が生じた場合、本資金調達により、営業活動から

得られるキャッシュフローのみを原資とする場合に比して、より機動的な買収実行等が可

能となり、優良な顧客基盤や人材を獲得できる確度が飛躍的に向上すると判断しておりま

す。また、M&A 的手法によった場合は、自力での新規出店と比して半額以下の出店費用とな

る事が見込まれ、極めて効率的なチェーン拡大が可能となると考えております。 

なお、当社は、豊富な新規出店余地を背景に、新規出店の中長期的な継続と加速化を中

期経営計画等の前提としております。M&A 的手法は新規出店と相補的な役割であり、M&A 機

会の探索と買収実行についても中長期的に取り組むべき施策と考えておりますが、当面の

目安として M&A 資金の支出予定時期を平成 28 年４月までとしております。 

③ 売上対策費用 

後に、当社にとって引き続き課題であり、かつ前回ライツ・オファリング調達時に、

新商品の入替えやウェブ販促・コーポレートサイト改修などのインターネット関連の拡充、

及び顧客管理のためのＩＴインフラの整備などに効果を挙げた売上対策資金に 300 百万円

を充当する予定であります。具体的には、現在のところ、新商品の仕入れに 150 百万円、

マスマーケティング費用に 150 百万円をそれぞれ支出する計画であり、いずれも平成 27 

年４月末までに、順次充当していくことを予定しております。新商品の仕入れは、「アイケ

ア」ニーズに訴求する目の疲れを軽減する機能性レンズや、掛け心地の良さを追及した軽

量フレームなど、付加価値の高い商品の拡充による集客力の強化を目的とし、マスマーケ

ティングは、インターネット・ＬＩＮＥを利用したプロモーション（予定額 30百万円）に

よる新規顧客の開拓に加え、当社の広告戦略における枢要な施策の一つである折込チラシ

の強化（サイズ変更による認知度の向上等、予定額 120 百万円、1 ヶ月当たり 10 百万円）

などを目的としています。以前より、チラシは当社広告戦略の柱の一つとなっております。

テレビＣＭは店舗数の少ない地方などへの展開が難しいという弱点がありますが、チラシ

は全国どこでも対応でき、また、折込チラシの媒体である新聞の購読層は、当社がターゲ

ットとするミドル･シニア層が中心ですので、現在進めている販売戦略との親和性が高いこ
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とから、このたび強化を図ることといたしました。アイケア重視のサービス型店舗モデル

であることを継続的に発信し、それら内容が周知され集客とリピートに繋がることで、既

存店も含めたチェーン全体での売上の安定化や、差別化実現による収益性の向上が期待で

きます。 

④ その他の事項 

なお、当社は、平成 25 年５月に、前回ライツ・オファリングによって 905 百万円を、さ

らに平成 25 年 10 月には、第６回新株予約権によって現在までに 250 百万円を調達してお

りますが、かかる資金の使途及びその支出時期は以下の通りとなっております。 

 具体的な使途 

金額 

(百万

円) 

支出時期 

売上対策資金 320 平成 25 年８月～平成 26 年４月前回ライツ・ 

オファリング 既存店舗のリニューアル資金 585 平成25年８月～平成25年10月

既存店舗のリニューアル資金 224 平成25年11月～平成27年４月第６回新株予

約権 売上対策資金 26 平成25年11月～平成27年４月

前回ライツ･オファリングにおいて調達した売上対策資金の資金使途は概算で、新商品入

替費用 120 百万円、ウェブプローモーション・コーポレートサイト改修・通販サイト改修・

メルマガ配信・Ｅコールセンターの設置などウェブを中心としたマスマーケティング費用

100 百万円、顧客管理用ＩＴ投資費用 100 百万円となっております。また、前回ライツ･オ

ファリングにおける既存店舗のリニューアルは、首都圏及び地方のドミナント形成地区を

中心に簡易的な改装も含めて 184 店舗実施いたしました。 

第６回新株予約権における既存店舗のリニューアル資金の支出時期につきましては、現

在、新規出店を通した、主にミドル・シニア層をメインターゲットとして、加齢による眼

機能の低下や目の疲れを軽減するための機能性商品を幅広く取り揃え、検査や加工におい

てもお客様の視環境やニーズを十分に把握し、より 適なサービスを提供する地域密着型

の「アイケアを重視した店舗モデルの確立」に注力しており、その中で得られた成果やノ

ウハウを今後の店舗リニューアルに反映させていくことでその有意性がより高まるとの判

断と、現時点における資金の調達状況などに鑑み、終了時期を当初の平成 26 年４月から平

成 27 年４月までに変更いたしました。また、第６回新株予約権における売上対策資金につ

きましては、当初計画を大幅に下回る調達額の見込みとなっておりますので、今回調達で

きた資金の使途を新商品の仕入れ（26 百万円）に変更し、充当してまいります。売上対策

資金につきましては、本件ライツ･オファリングにおける資金使途の売上対策費用として、

引き続き充当を図ってまいります。 

なお、平成 26 年１月 23 日付開示資料「行使価額修正条項付き第６回新株予約権（第三

者割当）の取得に関するお知らせ」にて公表した通り、当社は平成 26 年２月 14 日を取得

日とし、残存する第６回新株予約権の未行使残高の全てを取得することを決定しておりま

すが、かかる取得日までの間は、新株予約権者による行使がなされる可能性がありますの

で、これにより 大で 146 百万円（平成 26 年 2月 10 日終了時点における行使価額 60 円に
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て、残存する新株予約権の未行使数の全てが行使されたと仮定した場合）の資金を調達す

る可能性があります。かかる資金調達が実現した場合は、当初の予定通り、売上対策資金

に充当してまいります。 

なお、取得した第６回新株予約権の未行使分の取り扱いにつきましては、現時点におい

て、消却や第三者への譲渡などは未定であり、本ライツ･オファリングの実施期間において

は、自社にて保有する予定です。今後、処分方針などが決まり次第、その内容を速やかに

開示いたします。 

 

また、本件デット・エクイティ・スワップにかかわる債務の資金使途及び支出時期は以

下の通りです。 

具体的な使途 

金額 

(百万

円) 

支出時期 

運転資金 1,796 平成 24 年 9月～平成 26 年２月 

利息の支払い 164 平成 24 年 10 月～平成 26 年２月 

上記支出時期における運転資金の具体的な内訳と概算費用は、広告･販促等の販売費 223

百万円、給与等の人件費 680 百万円、店舗家賃等 510 百万円、その他店舗運営及び本社機

能の維持に係る諸費用 383 百万円となっております。なお、運転資金につきましては、通

常営業活動から得られたキャッシュを原資に支払を行っておりますところ、その不足分を

補うために本関係会社からの借入を行ったものであるため、明確にその内訳を確認するこ

とができません。したがいまして、当該資金の借入期間における各経費科目実績（償却費

を除く）の構成比をもとに借入金額の合計を按分した金額をそれぞれ記載しております。 

利息の支払いにつきましては、ED からの借入金にかかわる利息を含めた借り換えによる

ものです。ED との借入取引の詳細については、下記「５．割当予定先の選定理由等 （４）

割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容」をご参照ください。 

 

３．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、この度調達した資金の使途といたしましては、上述の「２．募集の理由（調達

資金の使途）等 (４)調達資金の使途」に記載した投資の実行を予定しております。当社

としては、これら投資等を実施することで、３期後の平成 28 年４月期において、売上高

26,000 百万円、営業利益 2,300 百万円（営業利益率 9％）を達成することを目標としてお

ります。また、当社下期業績が予想通りの結果となれば、本件ライツ・オファリングの行

使比率が想定を下回っても、20％以上であれば債務超過は解消され、さらに当社下期業績

が現状より悪化した場合でも行使比率が 75％以上であれば債務超過が解消される見込みで

あることから、本件の実施は株主の皆様の利益に資するものであり、合理的であると判断

しております。 
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４．発行条件の合理性 

（１）本新株予約権について 

①本新株予約権の行使価額について 

本新株予約権の１個当たりの割当株数及び行使価額につきましては、資金面・資本面の

需要から、 大で 2,000 百万円程度の資本増強が必要であることを踏まえたうえで、当社

の業績動向、財務状況、直近の株価動向等、及び既存の株主の皆様による本新株予約権の

行使の可能性等を勘案いたしました。 

具体的には、割当株数につきましては、必要資金を確保するため当社普通株式１株につ

き当社普通株式２株（当社普通株式１株につき本新株予約権１個。本新株予約権の目的と

なる株式数が本新株予約権１個当たり２株。）が交付されることといたしました。また、行

使価額につきましては、株主の皆様に本新株予約権を行使していただけるよう、時価を下

回る水準となるよう１株当たり、30 円（本新株予約権の発行決議日前営業日の当社普通株

式の終値 60 円の 50.0％）に設定いたしました。 

当社といたしましては、本件が当社の株式価値向上を目的として実施されるものである

こと等を総合的に勘案し、本件ライツ・オファリングの発行条件は合理的であると考えて

おります。 

②取得条項について 

本新株予約権には、当社の優先的課題である債務超過解消をより確実なものにする観点

から全部取得条項が付されております。当社は、平成 26 年 4 月期下半期の業績が予想通り

の結果となっても本新株予約権の行使比率が 20％未満にとどまり、または平成 26 年４月期

下半期の業績が大幅に下振れることで、平成26年４月末時点の債務超過が見込まれた場合、

かかる全部取得条項に基づき無償で取得した本新株予約権を、第三者による行使を前提と

して譲渡する可能性があります。ただし、かかる第三者への譲渡については、具体的な相

手先及び譲渡価格を含め、すべて未定となっておりますので、全部取得をしたものの譲渡

先が見つからずに結果として当社普通株式が上場廃止となるリスクがあります。全部取得

条項の譲渡先などの詳細につきましては、「６．取得条項にかかわる方針」をご参照くださ

い。また、譲渡先が見つかった場合には、新たに大量の株式を保有する株主が発生する可

能性があることとなります。かかる譲渡の実行に際しては、その必要性等も鑑みたうえで、

妥当な条件となるよう協議・交渉を行い、またその内容について、適宜公表させていただ

きます。 

なお、ライツ・オファリングにおいて発行される新株予約権に取得条項が付される場合、

取得に際しては一定の算式に基づき対価の支払いがなされることが一般的ですが、当社は、

(ⅰ)これまで取得に際して対価が支払われたライツ・オファリングはすべてコミットメン

ト型であり、即ち取得した新株予約権の引受先が予め決定している一方で、本件ライツ・

オファリングはノンコミットメント型であり、状況によっては取得した本新株予約権を第
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三者に譲渡せず、そのまま失権させる可能性があるため、取得に際して支払う対価が全額

当社の負担となるおそれがあること、(ⅱ)取得に際して対価を支払うこととすると、本新

株予約権の割当を受けた株主の皆様が行使を行うインセンティブを減少させるおそれがあ

ること、及び (ⅲ)本新株予約権を無償で取得することは、取得の相手方となる株主にとっ

て不利益となる可能性があるものの、株主は本新株予約権を行使し、または市場を通じて

売却することによってかかる状況を能動的に回避できる環境が整っていること、等を総合

的に勘案し、当社のリーガルアドバイザーである成和名哲法律事務所とも協議した結果、

本新株予約権の取得に際して財産の交付は行わないことといたしました。かかる検討の結

果を踏まえ、当社といたしましては、当該全部取得条項についても合理的であると判断い

たしました。 

③劣後株主の権利制限について 

本新株予約権は、平成 26年２月 21 日の 終の普通株主名簿に記載又は記録された当社以

外の株主を対象に割り当てられるものであり、当社が発行するＡ種劣後株式を保有する株

主は、その割り当てを受けることはできませんが、一方でＡ種劣後株主は劣後株式転換請

求権を有しており、平成 25 年９月 30 日以降いつでも、当社に対して、その有するＡ種劣

後株式の全部又は一部を当社普通株式の交付と引換えに取得することを請求することがで

きるため、本日以降、Ａ種劣後株主がかかる権利を行使することによって平成 26 年２月 21

日までに当社普通株式を取得した場合は、Ａ種劣後株主は結果として本新株予約権の割り

当ての対象となることとなります。 

また、平成 26 年２月 10 日現在における当社の発行済普通株式数は 33,876 千株となって

おりますが、仮にすべてのＡ種劣後株式にかかわる劣後株式転換請求権が行使された場合

は、Ａ種劣後株式の取得と引換に交付する普通株式数 38,109 千株が増加し、当社の発行済

普通株式数は 71,985 千株となります。かかる発行済普通株式数を前提に本件ライツ・オフ

ァリングを実施した場合、本新株予約権のすべてが行使された場合における増加株式数は

143,767 株となり、結果として当社の発行可能株式数を超過する事態となり得ます。 

かかる事態を回避する目的で、当社は、本新株予約権の発行要項において、本新株予約権

の効力発生日までの間、当社劣後株式にかかわる劣後株式転換請求権を制限する旨を定め、

かつ当該制限条項につきＡ種劣後株式にかかわる種類株主総会において承認を得ておりま

す。なお、劣後株式転換請求権の行使請求にかかわる受付場所は当社であり、劣後株主か

ら行使請求を受領した段階で、上記制限条項及び当該劣後株式転換請求に関して発行され

る株式数が当社の発行可能株式数から発行済株式数及び既発行の新株予約権がすべて行使

されたと仮定した場合の株式数の合計を控除した数を下回っているか等のチェックを行い、

本新株予約権の効力発生日である平成 26 年２月 24 日までの間は本新株予約権発行要項に

基づき同請求を受け付けず、平成 26 年２月 25 日以降は請求に応じることが当社発行可能

株式総数との関係で不可能であると当社が判断した場合に、同請求を却下いたします。 

当社は、上記制限条項の実効性及び適正性について、成和明哲法律事務所より法的意見書
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を取得したうえで慎重に検討し、その結果、当該制限条項は、（ⅰ）本件ライツ・オファリ

ングによる資金調達を安定させるためには必要不可欠なものであること、（ⅱ）Ａ種劣後株

主の権利制限は一時的なものであり、Ａ種劣後株式は新株予約権の無償割当を受けること

ができないとする当社定款の定めの趣旨に含まれると解されること、（ⅲ）Ａ種劣後株主は

当社の長期連帯株主として本件の趣旨に賛同していることなどに鑑み、当該制限は適法で

あり、かつ合理的であると判断いたしました。 

④米国株主の行使制限について 

米国居住株主につきましては、本新株予約権の売買は可能な一方で、本新株予約権の行

使を制限させていただくこととなります。これは、米国居住株主による新株予約権の行使

を認めた場合に履行する必要があり得る米国当局に対する登録等の手続きに起因する当社

の過剰な負担を回避する目的で行われるものですが、当該制限については、株主平等の原

則に抵触する可能性があることから、成和明哲法律事務所より法的意見書を取得したうえ

で、慎重に検討をいたしました。 

かかる検討の結果、当社といたしましては、(ⅰ)米国居住株主による新株予約権の行使

を認めた場合に履行する必要があり得る米国当局に対する登録等の手続きに係るコストが

極めて大きな負担となる一方で、(ⅱ)本件においては、仮に米国居住株主による新株予約

権の行使を制限したとしても新株予約権の上場によって流動性が確保されるため、当該株

主の皆様も市場取引を通じて一定の経済的利益の獲得を図れることに鑑み、当該制限は株

主平等の原則に違反するものではないと判断いたしました。 

なお、当社の株主である AP Cayman Partners II, L.P.及び Japan Ireland Investment 

Partners はいわゆる投資ファンドに該当しますが、実際にどういった投資家が当該投資フ

ァンドに投資を行っているかについては、当社として把握しておらず、かかる投資家の一

部または全部が米国居住株主に該当しているか否かの判断は当該投資ファンドに委ねるこ

ととなります。仮に、かかる投資家の一部または全部が米国居住株主に該当する場合であ

っても、当該投資ファンド自体が米国居住株主に該当するわけではないことから、当社と

いたしましては、かかる事実が本新株予約権における米国居住株主の行使制限の条項に抵

触することはないと想定してはおりますが、当該投資ファンドが適用を受ける法令並びに

諸規則の内容によっては、当該投資ファンドによる行使が、当該投資ファンドの保有する

株式の一部または全部について、本新株予約権に発行に際して当社が定めるところの米国

居住株主による行使に該当する可能性はあります。 

従いまして、本新株予約権の株主確定日以前に B 種劣後株式転換請求権に基づいて B 種

劣後株主に普通株式が交付された場合であり、かつ、当社の普通株主となる AP Cayman 

Partners II, L.P.（普通株式数（見込み）1,225,098 株、株主確定日における当社普通株

式の発行済株式数（見込み）に対して 3.73％）、Japan Ireland Investment Partners（普

通株式数（見込み）1,064,712 株、株主確定日における当社普通株式の発行済株式数（見込

み）に対して 3.24％）の投資家に米国居住株主がいる場合には、 大で 6.98％の株主が本
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件行使制限の対象となり得ることになります。この点につきましては、当該２ファンドは、

当社に再生支援・コンサルティングを実施しているアドバンテッジパートナーズ有限責任

事業組合がサービスを提供するファンドであり、当社のスポンサーとして、当社と長期的

な利害関係を共有する間柄であることから、本新株予約権の行使制限という一時的な権利

制限の影響が深刻な影響を及ぼすとは考え難いこと、並びに上記同様に新株予約権の上場

によって一定の流動性が確保されるため、市場取引を通じて一定の経済的利益の獲得を図

ることが可能なことなどを鑑み、当該制限につき、不相当ではないと判断しております。 

 

（２）本新株式について 

当社は、Ｂ種劣後株式について、第三者算定機関であるトラスティーズ・アドバイザリー

株式会社（東京都千代田区永田町 2 丁目 11 番 1 号、代表取締役 寺田芳彦、以下「トラス

ティーズ」といいます。）に、その株式価値の算定を依頼しました。  

トラスティーズは、取得請求権付株式の一般的な価値算定モデルであるモンテカルロ・シ

ュミレーションにより、Ｂ種劣後株式の発行条件（当初取得比率 1.0）、金利動向、第 7 回

新株予約権行使による当社の普通株式の株価への影響、普通株式の株価変動率、Ｂ種劣後

株式のリスク・プレミアム等を総合的に勘案して仮定した条件の下で算定を行い、株式価

値算定書を当社に提出いたしました。なお、トラスティ－ズは、Ｂ種劣後株式の性質がほ

ぼ普通株式に類似し、早期に普通株式に転換するものと考えられることから、割当予定先

が取得後 1 年で普通株式に転換することを想定しました。平成 26 年２月 10 日における当

社普通株式の終値 60 円を前提に、発行後 1年後のモンテカルロ・シミュレーションによる

転換価値を算定し、これを 劣後のクレジット・リスク・プレミアムを考慮した割引率で

現在価値に計算することで、Ｂ種劣後株式の価値の算定を行っております。なお、算定上、

第 7 回新株予約権の行使が 75%～95%程度行われるという前提に立って株式市場への影響を

考慮しております。 この結果、当該株式価値算定書によれば、平成 26 年２月 10 日を基準

日としたＢ種劣後株式の株式価値は 27.2 円から 27.6 円（発行価額に対して 90.5%から

91.9%）とされております。  

Ｂ種劣後株式の発行価格 30 円は、当社普通株式の東京証券取引所ジャスダック市場にお

ける前日終値 60 円、終値 1 か月平均 66.1 円、終値 3 か月平均 75.2 円、終値 6 か月 76.5

円に対して、それぞれ 50.0％、45.4％、39.9％、39.2％の水準となっておりますが、当社

といたしましては、Ｂ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

あること、及びＢ種劣後株式の発効日から１年後の日までは普通株式を対価とした取得請

求権を行使することができないとされており、普通株式の希薄化に一定の配慮がなされて

いること等を勘案し、Ｂ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、Ｂ種劣後株式の発行価格を含む発行諸条件等
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は、上記一般的な評価方法であるモンテカルロ・シュミレーションに則った場合において

も、適切な価額であり、上記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。 

なお、本件デット・エクイティ・スワップに際しては、本件新株式発行の対価として現物

出資される金銭債権につき会社法第 284 条第 9 項 5 号の各要件を満たしていることから、

同条第 1項に定める検査役の選任はいたしません。 

 

（３）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 

平成26年２月10日現在における当社の議決権付き株式である発行済普通株式の議決権数

は、第６回新株予約権の行使によるものを除き 301,561 個あり、同じく議決権付き株式で

ある発行済劣後株式の議決権数 303,179 個と合わせた議決権総数（以下「本議決権総数」

といいます。）は 604,740 個となります。他方、本件ライツ・オファリングによる本新株予

約権が全て行使された場合に発行される当社普通株式数67,547,328株にかかわる議決権数

は 675,473 個、本件デット・エクイティ・スワップにより発行される本Ｂ種株式の議決権

数は 653,355 個であり、これに第６回新株予約権により発行された新株予約権の目的とな

る未行使の株式の議決権数 24,400 個を加えると、合計で 1,353,228 個となります。従いま

して、本議決権総数に対する本新株予約権にかかる潜在株式の議決権数の比率は 111.7％、

本Ｂ種株式の議決権数の比率は 108.0％、第６回新株予約権にかかわる潜在株式の議決権数

の比率は 4.0％となり、合計で 223.8％となります。 

しかしながら、本件ライツ・オファリングについては、本新株予約権が各株主様の保有す

る株式数に応じて割り当てられるため（平成 26 年２月 21 日(金)において当社株主の権利

を有する株主様につきましては、平成 26 年３月 14 日(金)頃までに、本新株予約権割当状

況に関する通知書が、各株主様がお取引の証券会社様にご登録いただいている住所宛に届

く予定です。）、割り当てられた本新株予約権の全てを行使した株主様につきましては、当

該株主様が有する株式価値の希薄化は生じないことになります。また、本新株予約権は東

京証券取引所への上場を予定しているため、本新株予約権の行使を希望しない場合には、

本新株予約権を市場で売却することにより当該希薄化により生じる不利益の全部又は一部

を補う機会が得られることが期待されます（ただし、割り当てられた本新株予約権の一部

又は全部につき行使を行わなかった場合、さらに、市場等で本新株予約権の売却を行なわ

なかった場合につきましては、当該株式価値について希薄化が生じる可能性又は当該希薄

化により生じる不利益の全部若しくは一部を補う機会を失う可能性がありますのでご注意

ください。）。このことから、当社といたしましては、本件ライツ・オファリングにおける

発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。 

また、本件デット・エクイティ・スワップについては、①継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような状況を解消し、強固な収益基盤を確立し、財務体質の抜本的な改善を行
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うことが、本中期計画の実現及び持続的成長に繫がり、短期的及び中期的に当社の企業価

値向上に資するものであり、また、②本Ｂ種株式は、発行日から１年間は普通株式を対価

とした取得請求権を行使することができないとされており、議決権を除く普通株式の経済

的価値については、いずれも発行日において直ちに希薄化が生じるものではなく、急激な

希薄化に一定の配慮がなされていることから、合理的な規模での発行であると考えており

ます。 

 

（４）企業行動規範上の手続きについて 

本件デット・エクイティ・スワップによる本Ｂ種株式の発行は平成 26 年２月 10 日時点に

おける本議決権総数に対する希薄化率が 108.0％、第６回新株予約権との通算では 118.0％

となり、25％を超えるものであることから、東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」

第 432 条の定めに従い、株主の意思確認手続として、平成 26 年４月 23 日開催予定の本臨

時株主総会において承認を得る予定です。 

 

５．割当予定先の選定理由等 

本件ライツ・オファリングにかかわる本新株予約権ついては、平成 26 年２月 21 日の 終

の普通株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主を対象として無償割当の方法により

発行されますが、本件デット・エクイティ・スワップにかかわる本Ｂ種株式については、

下記の通り割り当てが予定されています。 

（１）割当予定先の概要 

名称 眼鏡・補聴器革新株式会社 

所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 虎ノ門タワーズオフィス 17F 

代表者の役職・氏名 代表取締役 猪熊英行 

事業内容 経営コンサルティング業 

有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 

資本金 ５万円 

設立年月日 平成 24 年８月 

決算期 ３月 

従業員数 １名 

主要取引先 － 

主要取引銀行 株式会社三井住友銀行 

大株主及び持株比率 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 40％ 

AP Cayman Partners Ⅱ, L.P. 30％ 

Japan Ireland Investment Partners 20％ 

フォーティーツー投資組合 10％ 
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出資関係 該当事項はありません 

人事関係 該当事項はありません 

資金関係 当社の子会社である ED は、平成 26 年１月 31

日現在において、割当予定先に対して総額金

1,797 百万円の社債を発行しており、164 百万

円の未払利息が発生しています。 

当社と割当予定先の 

関係 

技術又は取引関係 当社主要株主である「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」「AP Cayman Partners Ⅱ, L.P.」「Japan 

Ireland Investment Partners」「フォーティ

ーツー投資組合」の 4ファンドが、割当予定

先の全株式を保有していることから、関連当

事者に該当します。 

 平成 25 年３月期 

純資産 ▲24 百万円

総資産 1,993 百万円

１株当たり純資産 ▲２百万円

売上高 ０百万円

営業利益 ▲０百万円

経常利益 ▲25 百万円

当期純利益 ▲25 百万円

１株当たり当期純利益 ▲2百万円

近３年間の財政状

態及び経営成績 

１株当たり配当金 ０

 

（２）割当予定先を選定した理由 

割当予定先は、AP ファンドにサービスを提供するアドバンテッジパートナーズ有限責任

事業組合（東京都港区虎ノ門四丁目 1番 28 号、代表パートナー 笹沼泰助、代表パートナ

ー リチャード・フォルソム）が構想する眼鏡、補聴器業界の革新に向けての基盤的な役

割を担うプラットフォームカンパニーであり、特に同業界に特化された経営ノウハウと資

金を有し、業界特化型経営コンサルティング・実行支援と、それに付随する投融資を行っ

ております。当社は、AP ファンドにサービスを提供するアドバンテッジパートナーズ有限

責任事業組合からの紹介により、平成 25 年３月の中期経営の策定と公表に際して、その確

実な実現のために、主要株主である AP ファンドから、従前の資金面からの支援に加えて、

実務面も含めた支援体制を受け入れることとし、眼鏡、補聴器業界の革新に向けて、割当

予定先からの業務及び事業資金支援を受けております。 
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今般の当社における債務超過の解消を目的とした資本増強の必要性に基づき、平成 25 年

11 月から当社より割当予定先に対して債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）に

ついての協力を要請し、承諾を得たものであります。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先より、当社企業価値の向上と 大化を目指すことで得られるキャピタ

ルゲインの獲得を目的として、Ｂ種劣後株式（又は転換により取得する普通株式）を３年

から５年を目途として保有する方針であるとの説明を口頭にて受けております。 

また、当社は割当予定先との間で本件デット・エクイティ・スワップの払込期日（平成

26 年４月 24 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東京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。   

 

（４）割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容 

本件デット・エクイティ・スワップは、当社に対する金銭債権の現物出資であることから、

すでに当社に借入金 1,945 百万円として入金されており、当該債権を割当予定先から引き

受けることとなり、債務は解消されます。  

なお、割当予定先が当社に対して貸し付けている金銭は、当初、当社の子会社である ED

が社債発行によって割当予定先でもある EHI から調達した資金を当社が借り入れたことに

よる、ED の当社に対する金銭債権を割当予定先が債権譲渡によって取得したものでありま

す。 

なお、割当予定先の資金については、当社の長期連帯株主でもある AP ファンドに対する、

割当予定先の社債発行によって得た資金であることについて、割当先から説明を口頭にて

受けております。また、当社として、EHI は眼鏡・補聴器業界の複数の会社に対して、各種

支援に関する取組を行っていると理解しております。合わせて、EHI が特定の会社への深い

関与を行う場合は、活動の独立性維持や情報管理、また、対象会社の販売活動に資する、

対象会社と EHI との協業により準備された商品在庫の管理や、協業に係る商標や意匠等の

資産・権利の保有の観点から、対象会社とのジョイントベンチャーを設立する基本方針と

なっているとの説明を口頭にて受けております。かかる EHI の方針に基づき、当社との取

り組みに於いては ED が設立され、融資等の支援が開始されました。なお、ED 株の保有比率

は当社が 60％、EHI が 40％となっております。 

今回、当社が資本増強のために債務の株式化を図るに当たり、当社子会社である ED が当

社の債権者となっている現在の関係のままでは、債権者である ED に対する新株式の割り当

てが会社法第 135 条の規定により行えないことから、当社より、実質的な資金提供者であ
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る EHI に対して、ED が当社に対して保有している債権の取得と、その株式化（本件デット・

エクイティ・スワップ）についての協力を要請し、EHI よりその承諾を得るに至りました。

これにより、EHI は EHI 及び ED 間の平成 26 年２月 10 日付「債権譲渡契約書」に基づき、

平成 26 年４月 23 日付けで、ED が当社に対して平成 26 年２月４日に貸し付けた貸付元本債

権 1,960 百万円を譲り受ける予定であり、かかる譲受債権 1,960 百万円の全額について、

本件デット・エクイティ・スワップの対象債権として、平成 26 年４月 24 日付で当社に対

して出資する予定となっております。 

なお、現在までにおける、当社及び ED の EHI に対する借入及び社債発行の経緯は以下の

通りであります。ED が EHI に対する社債によって調達した資金 1,797 百万円は、ED の運用

費用（1百万円）を除いた 1,796 百万円が当社への貸し付けに充当されています。また、当

社のEDからの借入は、利息分を元金に上乗せする形で毎月借り換えを行っておりますので、

当社が実際に資金の払い込みを受けた額は 1,796 百万円ですが、借入総額は下記の通り未

払いの利息分を含めた金額となっております。 

本件デット・エクイティ・スワップの対象となる債務は、ED 及び EHI との協議の上、平

成 26 年２月４日現在の ED の貸付債権額である 1,960 百万円といたしました。 

（当社による借入） 

借入日 相手先 借入総額 利率 返済日 

平成 24 年 9月 6日 ED 30,000,000 円 0.8％/月 平成 24 年 10 月 6 日 

平成 24 年 10 月 6 日 ED 30,240,000 円 0.8％/月 平成 24 年 11 月 2 日 

平成 24 年 11 月 2 日 ED 300,450,704 円 0.8％/月 平成 24 年 12 月 4 日 

平成 24 年 12 月 4 日 ED 603,014,549 円 0.8％/月 平成 25 年 1月 4日 

平成 25 年 1月 4日 ED 607,838,665 円 0.8％/月 平成 25 年 2月 4日 

平成 25 年 2月 4日 ED 808,701,374 円 0.8％/月 平成 25 年 3月 4日 

平成 25 年 3月 4日 ED 1,215,170,984 円 0.8％/月 平成 25 年 3月 29 日 

平成 25 年 3月 29 日 ED 1,323,010,796 円 0.8％/月 平成 25 年 4月 4日 

平成 25 年 4月 4日 ED 1,325,059,329 円 0.8％/月 平成 25 年 5月 4日 

平成 25 年 5月 4日 ED 1,335,659,803 円 0.8％/月 平成 25 年 6月 4日 

平成 25 年 6月 4日 ED 1,496,345,081 円 0.8％/月 平成 25 年 7月 4日 

平成 25 年 7月 4日 ED 1,708,315,841 円 0.8％/月 平成 25 年 8月 4日 

平成 25 年 8月 4日 ED 1,721,982,367 円 0.8％/月 平成 25 年 9月 4日 

平成 25 年 9月 4日 ED 1,735,758,225 円 0.8％/月 平成 25 年 10 月 4 日 

平成 25 年 10 月 4 日 ED 1,749,644,290 円 0.8％/月 平成 25 年 11 月 1 日 

平成 25 年 11 月 1 日 ED 1,912,286,880 円 0.8％/月 平成 25 年 11 月 4 日 

平成 25 年 11 月 4 日 ED 1,913,767,360 円 0.8％/月 平成 25 年 12 月 4 日 

平成 25 年 12 月 4 日 ED 1,929,077,498 円 0.8％/月 平成 26 年 1月 4日 
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平成 26 年 1月 4日 ED 1,944,510,117 円 0.8％/月 平成 26 年 2月 4日 

平成 26 年 2月 4日 ED 1,960,066,197 円 0.8％/月 平成26年3月4日(予)

（注）上記借入金につきましては、1 ヶ月毎の借り換え契約となっております。平成 26 年

３月４日につきましても借り換えを行う予定です。なお、本件デット・エクイティ・スワ

ップの対象債権は、平成 26 年２月４日時点の借入総額 1,960,066,197 円となります。 

（ED による社債発行） 

発行日 相手先 発行総額 利率 償還期限 

平成 24 年 9月 4日 EHI 30,000,000 円 0.8％/月 平成 34 年 10 月 4 日 

平成 24 年 11 月 2 日 EHI 270,000,000 円 0.8％/月 平成 34 年 12 月 2 日 

平成 24 年 12 月 4 日 EHI 300,000,000 円 0.8％/月 平成 34 年 12 月 4 日 

平成 25 年 2月 4日 EHI 196,000,000 円 0.8％/月 平成 35 年 2月 4日 

平成 25 年 3月 4日 EHI 400,000,000 円 0.8％/月 平成 35 年 3月 31 日 

平成 25 年 3月 29 日 EHI 100,000,000 円 0.8％/月 平成 35 年 3月 29 日 

平成 25 年 6月 4日 EHI 151,000,000 円 0.8％/月 平成 35 年 6月 4日 

平成 25 年 7月 4日 EHI 200,000,000 円 0.8％/月 平成 35 年 7月 4日 

平成 25 年 11 月 1 日 EHI 150,000,000 円 0.8％/月 平成 35 年 11 月 1 日 

合計  1,797,000,000 円   

（注）平成 26 年 1 月 31 日現在、上記社債発行総額に対して 164 百万円の未払利息が発生

しております。なお、ED が EHI に対して発行している社債 1,797 百万円と未払利息 164 百

万円の合計 1,961 百万円のうち、元金 1,796 百万円と未払利息 164 百万円の合計 1,960 百

万円は、ED の当社に対する債権を EHI に譲渡するに当たり、譲渡対価として相殺されます。

差額 1百万円は ED が運転資金として調達した資金であり、本譲渡対象外として、償還せず

に社債として引き続き継続いたします。 

 

（５）割当予定先の実態 

割当予定先である EHI と当社は、平成 25 年３月 15 日付にて経営支援業務委託契約を締結

し、当社はこれまで EHI より、資金提供に付随した店舗リニューアル支援や、新たな眼鏡

小売のビジネスモデル構築支援などの経営支援を受けて参りました。現状におきましても、

EHI が指名したアドバイザー１名より、各種計数管理や予算策定などの経営戦略に係るアド

バイスと、実務面におけるサポートを継続的に受けております。当該割当予定先の実態に

つきましては、当社はまず、割当予定先である EHI の株主である AP ファンドが、暴力団、

暴力団員又はこれに準ずる者（以下、「暴力団等」といいます。）である事実、暴力団等が

割当予定先の経営に関与している事実、割当予定先が資金提供その他の行為を行うことを

通じて暴力団等の維持、運営に協力若しくは関与している事実、及び意図して暴力団等と

交流を持っている事実を有していないことを、割当予定先の株主である AP ファンドの出資

者が平成 23 年の時点から変化していないことを確認したうえで、平成 23 年付で独立した
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第三者機関である株式会社ＪＰリサーチ＆コンサルティング（東京都港区虎ノ門 3-7-12、

代表取締役 古野啓介）から受領したバックグランドチェックにかかわる調査報告書によ

って確認しております。 

また、当社は、平成 26 年付で割当予定先である EHI より、割当予定先または割当予定先

の役員若しくは主要株主が暴力団等である事実、暴力団等が当社の経営に関与している事

実、割当予定先または割当予定先の役員又は主要株主が資金提供その他の行為を行うこと

を通じて暴力団等の維持・運営に協力若しくは関与している事実、及び割当予定先または

割当予定先の役員又は主要株主が意図して暴力団等と交流を持っている事実がない旨の確

認書を取得しております。合わせて、当社はAPファンド担当者に対する直接のヒアリング、

およびインターネットを利用した情報検索により、割当予定先である EHI とその株主であ

る AP ファンドについて、その事業実態や暴力団等との関係の有無について、独自に調査を

しております。 

かかる調査報告書及び確認書の確認と、当社独自の調査を実施した結果、当社として、割

当予定先または割当予定先の役員若しくは主要株主は、反社会的勢力とは関係がないと判

断しており、その上で、割当先が反社会的勢力との関係がないことを示す確認書を株式会

社東京証券取引所に提出しております。 

 

６．取得条項にかかわる方針 

本新株予約権には、当社の優先的課題である債務超過の解消をより確実なものにする観点

から、全部取得条項が付されており、当社は、平成 26 年 4 月期下半期の業績が予想通りの

結果となっても本新株予約権の行使比率が 20％未満にとどまり、または平成 26 年４月期下

半期の業績が大幅に下振れることで、平成 26 年４月末時点の債務超過が見込まれた場合、

かかる全部取得条項に基づき無償で取得した本新株予約権を、第三者による行使を前提と

して譲渡する可能性があります。かかる第三者への譲渡（以下「本譲渡」といいます。）に

ついては、具体的な条件は未定となっておりますが、当社の長期連株主である AP ファンド

を本譲渡の相手先（以下「本譲渡候補先」といいます。）として、今後協議をする予定です。

本譲渡候補先の状況及び協議に関する当社の方針等は以下の通りです。 

なお、現時点において、当社は本譲渡候補先との間で具体的な協議を行っている事実はな

く、本譲渡候補先の本譲渡にかかわる意向を確認している事実もありません。従って、上

記全部取得条項に基づき本新株予約権の全部取得をしたものの、譲渡先との間で合意に至

らず、結果として当社普通株式が上場廃止となるリスクがあります。また、本譲渡が実行

された場合には、新たに大量の株式を保有する株主が発生する可能性があることとなりま

す。本譲渡の実行に際しては、その必要性等も鑑みたうえで、妥当な条件となるよう協議・

交渉を行い、またその内容について、適宜公表させていただきます。 

 

（１） 本譲渡候補先の状況 
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a. 本譲渡候補先の概要 

名称 
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 

所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号 

出資額 74,275,000,000 円 

組成目的 投資 

主たる出資者及びその出

資比率 

無限責任組合員である APⅣGP 投資組合と、38 名の適格機関投資家であ

る有限責任組合員（銀行、保険会社、年金及び政府系金融機関等）から

出資されております。なお、出資比率が 10％以上の出資者はおりません。

名称 APⅣGP 投資組合 

所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号 

出資額 93,000,000 円 

組成目的 ファンド資産の運用及び管理 

主たる出資者

及びその出資

比率 

業務執行組合員である株式会社 APⅣGP と、4名の組合

員（個人）から出資されております。 

適格機関投資家である 2名の個人がそれぞれ出資比率

42.96％の組合員として出資しております。その他に出

資比率が 10％以上の出資者はおりません。 

名称 株式会社 APⅣGP 

本店の所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号 

代表者の役職

及び氏名 
代表取締役 笹沼 泰助 

資本金 250,000 円 

事業の内容 投資事業組合財産の運用及び管理 

業務執行組合員又はこれ

に類する者 

業務執行組合

員又はこれに

類する者 

主たる出資者

及びその出資

比率 

アドバンテッジパートナーズ有限責

任事業組合 100.0％ 

 

名称 AP Cayman Partners Ⅱ, L.P. 

所在地 
Walkers Corporate Service Limited, Walker House, 87 Mary Street, 

George Town, Grand Cayman KYI-9002, Cayman Islands 

国内の主たる事務所の責

任者の氏名及び連絡先 
該当事項はありません 

出資額 51,830,425,998 円 

組成目的 投資 

主たる出資者及びその出

資比率 

General Partner である AP Cayman PartnersⅡ General Partner, L.P.

と、52 名の Limited Partners（ファンド、年金、保険、財団及び個人

等）から出資されております。 

資産総額において世界有数の米国における研究財団が出資比率 12.5％

の Limited Partner として、資産総額において欧州で有数の公務員・教

職員年金基金が出資比率10.5％のLimited Partnerとして出資しており

ます。その他に出資比率が 10％以上の出資者はおりません。 

名称 AP Cayman PartnersⅡ General Partners, L.P. 

所在地 

Walkers Corporate Services Limited, P.O. Box 908 

GT, Walker House, Grand Cayman, Cayman Islands 

KYI-9002 

国内の主たる

事務所の責任

者の氏名及び

連絡先 

該当事項はありません 

出資額 55,000,000 円 

業務執行組合員又はこれ

に類する者 

組成目的 ファンド資産の運用及び管理 
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主たる出資者

及びその出資

比率 

General Partner である Cayman Capital Management

Ⅱ, Inc.と、2名の Limited Partners（個人）から出

資されております。 

適格機関投資家である 2名の個人がそれぞれ出資比率

42.96％の組合員として出資しております。その他に出

資比率が 10％以上の出資者はおりません。 

名称 Cayman Capital ManagementⅡ, Inc.

本店の所在地 

Walkers Corporate Services 

Limited, P.O. Box 908 GT, Walker 

House, 87 Mary Street, George 

Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

KYI-9005 

代表者の役職

及び氏名 
Director Douglas R. Stringer 

資本金 １米ドル 

事業の内容 
リミテッド・パートナーシップ財産

の管理・運用 

業務執行組合

員又はこれに

類する者 

主たる出資者

及びその出資

比率 

Douglas R. Stringer 100.0％ 

 

名称 Japan Ireland Investment Partners 

所在地 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland 
国内の主たる事務所の責

任者の氏名及び連絡先 
該当事項はありません 

代表者の役職及び氏名 Director David Lawless 

出資額 10,000 円 

組成目的 投資 

主たる出資者及びその出

資比率 
Japan Ireland Investment Partners, Ltd. 

(注) Japan Ireland Investment Partnersの主な資金提供者の概要は以下のとおりであります。 

名称 Japan Ireland Investment Partners, L.P. 

所在地 
Walkers Corporate Service Limited, Walker House, 87 Mary Street, 

George Town, Grand Cayman KYI-9002, Cayman Islands 

国内の主たる事務所の責

任者の氏名及び連絡先 
該当事項はありません 

出資額 45,044,954,887 円 

組成目的 投資 

主たる出資者及びその出

資比率 

General Partner である Japan Ireland Investment Partners, Ltd と、

51 名の Limited Partners（ファンド、年金、保険、政府及び個人等）

から出資されております。 

なお、出資比率が 10％以上の出資者はおりません。 

名称 Japan Ireland Investment Partners, Ltd. 

所在地 

Walkers Corporate Services Limited, P.O. Box 908 

GT, Walker House, Grand Cayman, Cayman Islands 

KYI-9002 

国内の主たる

事務所の責任

者の氏名及び

連絡先 

該当事項はありません 

業務執行組合員又はこれ

に類する者 

代表者の役職 Director David Lawkless 
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及び氏名 

資本金 １米ドル 

組成目的 ファンド資産の運用及び管理 

主たる出資者

及びその出資

比率 

株式会社 AP5 100.0％ 

 

名称 フォーティーツー投資組合 

所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号 

出資額 63,000,000 円 

組成目的 投資 

主たる出資者及びその出

資比率 

笹沼 泰助 49.5％ 

リチャード・エル・フォルソム 49.5％ 

株式会社 AP3 1.0％ 

名称 株式会社 AP3 

所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号 

代表者の役職

及び氏名 
代表取締役 リチャード・エル・フォルソム 

資本金 10,000,000 円 

組成目的 投資事業組合財産の運用及び管理 

業務執行組合員又はこれ

に類する者 

主たる出資者

及びその出資

比率 

アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合

100.0％ 

 

b. 提出者と本譲渡候補先との間の関係 
（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） 
出資関係 当社普通株式 2,814,410 株及び当社Ａ種劣後株式 12,787,262 株を有してい

ます。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 当社に対して金 112 百万円の貸し付けを行っています。 

技術関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

（AP Cayman Partners Ⅱ, L.P.） 
出資関係 当社普通株式1,963,994株及び当社Ａ種劣後株式8,923,180株を有していま

す。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 当社に対して金 78 百万円の貸し付けを行っています。 

技術関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

（Japan Ireland Investment Partners） 
出資関係 当社普通株式1,706,854株及び当社Ａ種劣後株式7,754,986株を有していま

す。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 当社に対して金 68 百万円の貸し付けを行っています。 
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技術関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

（フォーティーツー投資組合） 
出資関係 当社普通株式 187,682 株及び当社Ａ種劣後株式 852,753 株を有していま

す。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 当社に対して金 7 百万円の貸し付けを行っています。 

技術関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

c. 本譲渡候補先の選定理由  

当社は、上述の通り債務超過の解消を優先的課題として捉えているため、本件実施後にお

いても債務超過の解消が見込まれないこととなった際に、緊急の対応として本譲渡を行う

方針ですが、債務超過解消の目途を見極めるためには、本件ライツ・オファリングの行使

結果が極めて重要である一方で、 終的な行使結果は、本新株予約権にかかわる取得日の

前日で一般株主による本新株予約権の行使期間 終日である平成 26 年４月 11 日まで判明

しないことから、当社による本譲渡の実行にかかわる判断はその翌日である平成 26 年４月

12 日以降に行われることとなります。その一方で、本新株予約権の行使期間の 終日は、

東京証券取引所有価証券上場規程第 304 条第１項及び同有価証券上場規程施行規則第 306

条第１項第(２)号の規定により本件ライツ・オファリングにかかわる株主確定日である平

成 26 年２月 21 日から２か月以内である必要があることから平成 26 年４月 21 日までとな

っており、本譲渡は遅くともその前日である平成 26 年４月 20 日までに行われる必要があ

ります。このため、本譲渡候補先との間で本譲渡に関する具体的な協議を行える期間は

大でも 9日間であり、時間的猶予は乏しい状況であります。 

かかる状況に鑑みて、当社は、本譲渡にかかわる本譲渡候補先の選定にあたっては、既に

当社の状況や本新株予約権の内容及び目的を熟知している投資家との間で協議を行ってい

くことが合理的であると判断いたしました。 

この点、上記本譲渡候補先である AP ファンド（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、AP Cayman 

Partners Ⅱ, L.P.、Japan Ireland Investment Partners、及びフォーティーツー投資組

合）は、当社の長期連帯株主であり、当社の状況について熟知しているため、本譲渡に関

しても協力が期待できる可能性が高いと判断しております。 

なお、いずれの先についても、本譲渡に関する具体的な協議を行った事実はなく、また今

後の状況によっては、結果として協議を行わない場合もあり得ます。当社による 終的な

判断の内容については、適宜公表させていただきます。 

 

d. 割り当てようとする株式の数 

本譲渡によって本譲渡候補先が取得し得る株式の数は、 大で本新株予約権の目的となる
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株式の数である 67,547,328 株となります。しかしながら、当社といたしましては、本譲渡

については公開買付規制の影響を受けるという認識のもと、かかる規制の適用を受けない

範囲で実施することを検討いたします。 

また、本譲渡は、上述の通り、当社の優先的課題である債務超過の解消をより確実なもの

にする観点においてのみ、その実施が検討されるものであり、本件ライツ・オファリング

及び本件デット・エクイティ・スワップによって十分に債務超過の解消が可能であると判

断された場合は、その実施は見送られます。 

 

e. 株券等の保有方針 

当社は、本譲渡候補先との間で本譲渡にかかわる具体的な協議を行っておりませんので、

本譲渡候補先における株券等の保有方針は不明であります。 

ただし、当社といたしましては、本譲渡候補先が本譲渡の対象とする本新株予約権のすべ

てを遅滞なく行使することを、本譲渡にかかわる契約上の条件とすべく、本譲渡候補先と

の間で協議をいたします。また、AP ファンドは、当社の長期連帯株主であることから、本

新株予約権の行使によって取得した当社株式についても、既発行の株式と同様に、長期の

保有が期待できると考えております。 

 

f. 払込みに要する資金等の状況 

今後本譲渡にかかわる協議を行う中で、資金等の状況も勘案しながら本譲渡の対象とする

新株予約権の数を決定する方針です。 

 

g. 本譲渡候補先の実態 

本譲渡について具体的な協議を行う段階になれば、改めて本譲渡候補先から資料等を受領

したうえで調査を行い、その結果について適宜公表していく予定です。 

ただし、AP ファンドについては、平成 23 年 11 月 18 日付公表資料「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」に記載の第三者割当に際して、その実態について調査をしており、反社勢力への

該当はなかったことから現時点においてもそのような事実はないものと判断しております。 

なお、当社は、本譲渡を行うこととなった場合は、改めて調査のうえ、当該譲渡先または

当該譲渡先の役員若しくは主要株主が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書を株式

会社東京証券取引所に提出する予定です。 

 

（２） 本譲渡の条件に関する事項 

（払込金額の算定根拠及びその具体的内容） 

本譲渡にかかわる譲渡価格は現時点において未定ですが、当社といたしましては、当社株
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式の時価から本新株予約権の１株あたりの行使価額である30円を控除した額の90％以上を

目途として、本譲渡候補先との間で協議・交渉をしていく方針です。ただし、上記の通り

本譲渡は時間的に猶予のない中で協議を行う必要があることなどから、実際の譲渡価格は

当該水準を下回る可能性もあると考えております。 

しかしながら、当社といたしましては、(ⅰ)本譲渡にかかわる譲渡価格がいくらであって

も、本譲渡候補先は譲渡価格に加えて別途本新株予約権の行使価額の払込みを要すること、

(ⅱ)当社は、本譲渡によって債務超過が解消される見込みである場合に限って本譲渡を行

う方針であり、債務超過の解消は株主価値を維持・向上させる観点から必要性が高いと判

断していること、及び(ⅲ)本件の構造上、本譲渡候補先への譲渡は、当社株主の皆様が無

償で割り当てを受けた本新株予約権の行使を行わないという判断をした後に、無償または

有償で行われるものであり、株主の皆様には本譲渡候補先と同等か、もしくはそれ以上の

条件にて平等に機会が提供されていると考えられることから、本譲渡の条件が特に有利な

ものとなる蓋然性は低いように考えております。 

 

（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理由） 

他方、本譲渡によって本譲渡候補先が取得した本新株予約権が全て行使された場合に発行

される当社普通株式数 67,547,328 株にかかわる議決権数は 大で 675,473 個です。また、

平成 26 年２月 10 日現在における当社の本議決権総数は第６回新株予約権の行使によるも

のを除き 604,740 個ですので、本議決権総数に対する本譲渡の対象となる本新株予約権に

かかわる潜在株式の議決権数の比率は 111.7％となります。 

しかしながら、前提として、本譲渡は本件ライツ・オファリングの行使結果が想定に満た

なかった場合に限り、当該結果を受けて実施されるものであります。本件ライツ・オファ

リングについては、本新株予約権が各株主様の保有する株式数に応じて割り当てられるた

め、割り当てられた本新株予約権の全てを行使した株主様につきましては、当該株主様が

有する株式価値の希薄化は生じないことになります。また、本新株予約権は東京証券取引

所への上場を予定しているため、本新株予約権の行使を希望しない場合には、本新株予約

権を市場で売却することにより当該希薄化により生じる不利益の全部又は一部を補う機会

が得られることが期待されます（ただし、割り当てられた本新株予約権の一部又は全部に

つき行使を行わなかった場合、さらに、市場等で本新株予約権の売却を行なわなかった場

合につきましては、当該株式価値について希薄化が生じる可能性又は当該希薄化により生

じる不利益の全部若しくは一部を補う機会を失う可能性がありますのでご注意ください。）。

このことから、当社といたしましては、本譲渡における発行数量及び株式の希薄化の規模

は仮に 大数となった場合であっても、合理的な範囲であると判断しております。 

 

７．業績に与える影響 

現在のところ、平成 25 年 12 月 13 日に発表いたしました平成 26 年４月期の通期業績予想
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に変更はございません。今後本新株予約権の行使がなされ、調達資金の使途に従い業務を

遂行することにより業績予想への影響が生じた場合は、速やかに開示いたします。 

 

８．潜在株式による希薄化情報等（平成 26 年２月 10 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

普通株式 33,876,763 株 52.8％

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 47.2％

発行済株式数 64,194,944 株 100.0％

現時点における潜在Ｂ種劣後株式数 4,162,500 株 6.5％

現時点における自己株式数 103,099 株 0.2％

本新株予約権に係る潜在株式数 67,547,328 株 105.2％

本Ｂ種株式の総数 65,335,539 株 101.8％

※本新株予約権の行使期間内に本新株予約権の行使が行われなかった場合には、発行され

る株式数は減少いたします。 

 

９．割当前及び割当後の議決権比率 

平成 25 年 10 月 31 日時点及び本新株予約権並びに本Ｂ種株式の割当後の当社の上位株主

の議決権比率につきましては、下記の通りとなっております。なお、本件ライツ・オファ

リングは株主割当増資の一種であり、一般に株主割当増資においては割当前と割当後で議

決権比率に変化はありませんが、本件ライツ・オファリングにおいては、当社の議決権付

種類株式であるＡ種劣後株式に対しては新株予約権の割り当てがない関係上、以下の通り

議決権比率が変化しております。 

割当前（平成 25 年 10 月 31 日時点） 割当後 

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 

25.80％ 眼鏡・補聴器革新株式会社 33.17％

AP Cayman Partners II, L.P. 

（常任代理人 河原正幸） 

18.00％ 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 

10.78％

Japan Ireland Investment 

Partners 

（常任代理人 河原正幸） 

15.65％ 高橋 新 7.73％

高橋 新 8.39％ AP Cayman Partners II, L.P. 

（常任代理人 河原正幸） 

7.52％
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フォーティーツー投資組合 1.72％ Japan Ireland Investment 

Partners 

（常任代理人 河原正幸） 

6.54％

日本証券金融株式会社 1.62％ 日本証券金融株式会社 1.49％

楽天証券株式会社 1.02％ 楽天証券株式会社 0.94％

田中由子 0.90％ 田中由子 0.83％

有限会社東関東サービスセンター 0.80％ 有限会社東関東サービスセンタ

ー 

0.74％

株式会社 SBI 証券 0.55％ フォーティーツー投資組合 0.72％

※ 割当後の比率は、本新株予約権が全て行使された場合の数値です。 

※ 上記割当前におけ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の保有議決権は、普通株式（議決権数 28,144

個、かかる議決権数の平成 25 年 10 月 31 日時点における普通株式及びＡ種劣後株式を合

計した総議決権数 604,740 個に対する割合（以下「議決権比率」という。）4.65％）及び

Ａ種劣後株式（議決権数 127,872 個、議決権比率 21.14％）によるものです。なお、Ａ

種劣後株式に対する本新株予約権の割当はありません。 

※ 上記割当前における AP Cayman Partners II, L.P.の保有議決権は、普通株式（議決権数

19,639個、議決権比率3.25％）及びＡ種劣後株式（議決権数89,231個、議決権比率14.76％）

によるものです。なお、Ａ種劣後株式に対する本新株予約権の割当はありません。 

※ 上記割当前における Japan Ireland Investment Partners の保有議決権は、普通株式（議

決権数 17,068 個、議決権比率 2.82％）及びＡ種劣後株式（議決権数 77,549 個、議決権

比率 12.82％）によるものです。なお、Ａ種劣後株式に対する本新株予約権の割当はあり

ません。 

※ 上記割当前におけるフォーティーツー投資組合の保有議決権は、普通株式（議決権数1,876

個、議決権比率 0.31％）及びＡ種劣後株式（議決権数 8,527 個、議決権比率 1.41％）に

よるものです。なお、Ａ種劣後株式に対する本新株予約権の割当はありません。 

 

10． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

(１) 近３年間の業績                       （単位：百万円） 

 平成23年４月期 平成24年４月期 平成25年４月期 

売上高            22,472 19,174 15,969 

営業利益      ▲538 ▲1,289 ▲1,607 

経常利益        ▲661 ▲1,480 ▲1,654 

当期純利益      ▲1,578 ▲1,978 ▲2,292 

１株当たり当期純利益（円）  ▲115.33 ▲144.57 ▲108.79 

1株当たり配当金 （円） － － － 
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1株当たり純資産（円） ▲46.25 ▲64.16 ▲232.54 

 

(２) 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 第三者割当増資によるＡ種優先株式の発行 

発行期日 平成 23 年７月 27 日 

調達資金の額 
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の

手法を採用したため、資金の調達はなし。 

募集時における発行済株式数 普通株式 13,790,880 株 

当該募集による発行株式数 Ａ種優先株式 800 株 

募集後における発行済株式総数 
普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

割当先 有限会社ビック商事 

現時点における転換状況 

（行使状況） 
該当なし 

発行時における当初の資金使途 
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の

手法を採用したため、資金の調達はなし 

発行時における支出予定時期 
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の

手法を採用したため、資金の調達はなし 

現時点における充当状況 
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の

手法を採用したため、資金の調達はなし 

 

② 第三者割当増資によるＡ種劣後株式の発行 

発行期日 平成 24 年１月 31 日 

調達資金の額 1,333,999,964 円 

募集時における発行済株式数 
普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

当該募集による発行株式数 Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

募集後における発行済株式総数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 
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割当先 

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 

現時点における転換状況 

（行使状況） 
転換済株式はなし 

発行時における当初の資金使途 
店舗改装費、IT 設備投資費、構造改革費用及び運転

資金 

発行時における支出予定時期 

店舗改装費 平成 24 年５月～平成 25 年４月 

IT 設備投資費 平成 24 年５月～平成 25 年４月 

構造改革費用 平成 24 年２月～平成 25 年４月 

運転資金 平成 24 年２月～平成 25 年４月 

現時点における充当状況 上記支出予定時期に全額を充当済み 

 

③ 第１回新株予約権の発行 

発行期日 平成 24 年１月 31 日 

調達資金の額 

新株予約権の発行による調達額 ０円 

新株予約権の行使による調達額 

各第１回新株予約権の行使に際して出資される財

産は、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に基づく貸金元

本債権の全部又は一部とし、その価額は、第１回

新株予約権１個につき、金 64 円とする。 

募集時における発行済株式数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

当該募集による発行株式数 該当なし 

募集後における発行済株式総数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 
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割当先 

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 4,389,030 個 

当該募集による潜在株式数 4,389,030 個 

現時点における転換状況 

（行使状況） 
2,633,418 個 

現時点における潜在株式数 1,755,612 個 

発行時における当初の資金使途 新規出店費 

発行時における支出予定時期 平成 24 年５月～平成 27 年４月 

現時点における充当状況 

上記資金使途及び運転資金に全額を充当済み 

※平成 25年 12 月 13 日付開示資料「平成 23 年に実

施した第三者割当による劣後株式及び新株予約権付

ローンに係る資金使途の変更に関するお知らせ」参

照 

 

④ 第２回新株予約権の発行 

発行期日 平成 24 年１月 31 日 

調達資金の額 

新株予約権の発行による調達額 ０円 

新株予約権の行使による調達額 

各第２回新株予約権の行使に際して出資される財

産は、AP CaymanPartners 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に

基づく貸金元本債権の全部又は一部とし、その価

額は、第２回新株予約権１個につき、金 64 円と

する。 

募集時における発行済株式数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

当該募集による発行株式数 該当なし 

募集後における発行済株式総数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

割当先 AP Cayman Partners II, L.P. 3,062,745 個 

当該募集による潜在株式数 3,062,745 個 
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現時点における転換状況 

（行使状況） 
1,837,647 個 

現時点における潜在株式数 1,225,098 個 

発行時における当初の資金使途 新規出店費 

発行時における支出予定時期 平成 24 年５月～平成 27 年４月 

現時点における充当状況 

上記資金使途及び運転資金に全額を充当済み 

※平成 25年 12 月 13 日付開示資料「平成 23 年に実

施した第三者割当による劣後株式及び新株予約権付

ローンに係る資金使途の変更に関するお知らせ」参

照 

 

⑤ 第３回新株予約権の発行 

発行期日 平成 24 年１月 31 日 

調達資金の額 

新株予約権の発行による調達額 ０円 

新株予約権の行使による調達額 

各第３回新株予約権の行使に際して出資される財

産は、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 

貸借契約に基づく貸金元本債権の全部又は一部と

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。 

募集時における発行済株式数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

当該募集による発行株式数 該当なし 

募集後における発行済株式総数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

割当先 Japan Ireland Investment Partners 2,661,780 個 

当該募集による潜在株式数 2,661,780 個 

現時点における転換状況 

（行使状況） 
1,597,068 個  

現時点における潜在株式数 1,064,712 個 
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発行時における当初の資金使途 新規出店費 

発行時における支出予定時期 平成 24 年５月～平成 27 年４月 

現時点における充当状況 

上記資金使途及び運転資金に全額を充当済み 

※平成 25年 12 月 13 日付開示資料「平成 23 年に実

施した第三者割当による劣後株式及び新株予約権付

ローンに係る資金使途の変更に関するお知らせ」参

照 

 

⑥ 第４回新株予約権の発行 

発行期日 平成 24 年１月 31 日 

調達資金の額 

新株予約権の発行による調達額 ０円 

新株予約権の行使による調達額 

各第４回新株予約権の行使に際して出資される財

産は、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に基

づく貸金元本債権の全部又は一部とし、その価額

は、第４回新株予約権１個につき、金 64 円とす

る。 

募集時における発行済株式数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

当該募集による発行株式数 該当なし 

募集後における発行済株式総数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

割当先 フォーティーツー投資組合 292,695 個 

当該募集による潜在株式数 292,695 個 

現時点における転換状況 

（行使状況） 
175,617 個 

現時点における潜在株式数 117,078 個 

発行時における当初の資金使途 新規出店費 

発行時における支出予定時期 平成 24 年５月～平成 27 年４月 
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現時点における充当状況 

上記資金使途及び運転資金に全額を充当済み 

※平成 25年 12 月 13 日付開示資料「平成 23 年に実

施した第三者割当による劣後株式及び新株予約権付

ローンに係る資金使途の変更に関するお知らせ」参

照 

 

⑦ 第三者割当増資によるＢ種優先株式の発行 

発行期日 平成 24 年４月 22 日 

調達資金の額 
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の

手法を採用したため、資金の調達はなし。 

募集時における発行済株式数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

当該募集による発行株式数 Ｂ種優先株式 １株 

募集後における発行済株式総数 

普通株式 13,790,880 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ｂ種優先株式 1 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

割当先 HOLT ジャパン株式会社 

現時点における転換状況 

（行使状況） 
該当なし 

発行時における当初の資金使途 
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の

手法を採用したため、資金の調達はなし 

発行時における支出予定時期 
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の

手法を採用したため、資金の調達はなし 

現時点における充当状況 
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の

手法を採用したため、資金の調達はなし 

 

⑧第５回新株予約権 

発行期日 平成 25 年５月 31 日 

調達資金の額 
新株予約権の発行による調達額 ０円  

新株予約権の行使による調達額 905,359,575 円  
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募集時における発行済株式数 

普通株式 13,790,880 株  

Ａ種優先株式 800 株  

Ｂ種優先株式１株  

Ａ種劣後株式 30,318,181 株  

Ｂ種劣後株式 4,419,022 株  

当該募集による発行株式数 該当なし 

募集後における発行済株式総数 

普通株式 30,281,363 株  

Ａ種優先株式 800 株  

Ｂ種優先株式１株  

Ａ種劣後株式 30,318,181 株  

割当先 
平成 25 年 5 月 30 日現在当社普通株式所有する

当社以外の株主 

当該募集による潜在株式数 18,106,883 個（18,106,883 株） 

現時点における転換状況 

（行使状況） 
12,071,461 個（12,071,461 株） 

現時点における潜在株式数 ０個（０株） 

発行時における当初の資金使途 
既存店舗のリニューアル資金 

売上対策資金 

発行時における支出予定時期 平成 25 年８月～平成 26 年４月 

現時点における充当状況 
売上対策資金  

既存店舗のリニューアル資金 

 

⑨第６回新株予約権 

発行期日 平成 25 年 11 月 11 日 

調達資金の額 

525,079,800 円（差引手取概算額: 515,079,800 円） 

内訳:新株予約権発行による調達額 6,035,400 円  

新株予約権行使による調達額 519,044,400 円  

差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額

に、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使さ

れたと仮定した場合に出資される財産の価額の合計

額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行 

諸費用の概算額を差し引いた金額となります。 
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募集時における発行済株式数 

普通株式 30,281,363 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ｂ種優先株式 1 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

当該募集による発行株式数 該当なし 

募集後における発行済株式総数 

普通株式 30,281,363 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ｂ種優先株式 1 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

割当先 
マッコーリー・バンク・リミテッド 

（Macquarie Bank Limited）  

当該募集による潜在株式数 60,354 個（6,035,400 株） 

現時点における転換状況 

（行使状況） 
25,104 個（2,510,400 株） 

現時点における潜在株式数 35,250 個（3,525,000 株） 

発行時における当初の資金使途 
既存店舗のリニューアル資金 224 百万円 

売上対策資金 291 百万円 

発行時における支出予定時期 

既存店舗のリニューアル資金 平成 25 年 11 月～平

成 26 年４月 

売上対策資金 平成 25 年 11 月～平成 27 年 10 月 

現時点における充当状況 
既存店舗のリニューアル資金 

売上対策資金 

（注）第６回新株予約権につきましては、平成 26 年１月 23 日付「行使価額修正条項付き第

６回新株予約権（第三者割当）の取得に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、平成

26 年２月 14 日付で取得することを予定しております。 

 

(３) 近の株価の状況 

① 過去３年間の状況（期末） 

 平成23年４月期 平成24年４月期 平成25年４月期 

始 値 113 円 180 円 124 

高 値 289 円 207 円 287 

安 値 56 円 92 円 90 

終 値 181 円 125 円 138 

 

② 近６ヶ月の状況 
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 平成25年９月 平成25年10月 平成25年11月 

始 値 69 80 82 

高 値 135 102 88 

安 値 69 74 80 

終 値 80 81 82 

 平成 25 年 12 月 平成 26 年１月 平成 26 年２月 

始 値 82 73 66 

高 値 101 83 66 

安 値 67 66 52 

終 値 72 67 60 

（注）平成 26 年２月 10 日の取引終了時点における株価を記載しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成26年２月10日 

始 値 59

高 値 61

安 値 57

終 値 60
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Ⅳ 主要株主、主要株主である筆頭株主の異動 

１．異動の年月日 

平成 26 年４月 24 日 

 

２．異動の理由 

上記「本件ライツ・オファリング及び本件デット・エクイティ・スワップに関する事項」

に記載した本Ｂ種株式の発行に伴い、異動が見込まれるものです。 

 

３．主要株主となるものの概要 

商号 EHI 

本店所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 虎ノ門タワーズオフィス 17F 

代表者の役職・氏名 代表取締役 猪熊英行 

事業内容 経営コンサルティング業 

有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 

資本金の額 ５万円 

 

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 

 
所有株式数 

（議決権の数） 
議決権割合 大株主順位 

異動前 － － － 

異動後 
65,335,539 株 

（653.355 個） 
33.17％ 第１位 

※ 異動後の比率は、本新株予約権が全て行使された場合の数値です。 
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Ⅴ 定款の一部変更について 

１．定款変更の理由 

 上記「Ⅰ本件の目的等 （３）目的及び内容 ④株主総会の開催について」に記載の通り、仮

にすべての本新株予約権が行使され、その後すべての劣後株式転換請求権が行使された場合、当

社普通株式数が、当社の本日現在における発行可能株式総数 176,000 千株を超過することとなる

可能性があるため、かかる可能性に対処する目的で発行可能株式総数を増加させるものでありま

す。 

２．定款変更の内容 

変更内容は下記のとおりであります。 

（下線は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変  更  案 

 

第１章 総   訓 

 

第 １ 条～第 ４ 条（省略） 

 

第２章  株      式 

（発行可能株式総数） 

第 ５ 条  当会社の発行可能株式総数は、１

億 7600 万株とし、各種類の株式の発

行可能種類株式総数は、次のとおりと

する。 

普通株式 １億 7600 万株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ｂ種優先株式 １株 

Ｃ種優先株式 100 株 

Ａ種劣後株式 １億 1000 万株 

Ｂ種劣後株式 7000 万株 

 

第 ６ 条～第５１条（省略） 

 

 

第１章 総   訓 

 

第 １ 条～第 ４ 条（現行どおり） 

 

第２章  株      式 

（発行可能株式総数） 

第 ５ 条  当会社の発行可能株式総数は、２

億 5000 万株とし、各種類の株式の発

行可能種類株式総数は、次のとおりと

する。 

普通株式 ２億 5000 万株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ｂ種優先株式 １株 

Ｃ種優先株式 100 株 

Ａ種劣後株式 １億 1000 万株 

Ｂ種劣後株式 7000 万株 

 

第 ６ 条～第５１条（現行どおり） 

 

 

 

以上 
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【ご参考】 

第７回新株予約権発行要項 

 

1. 新株予約権の名称 

株式会社メガネスーパー 第７回新株予約権（以下「本新株予約権」という） 

 

2. 本新株予約権の割当ての方法 

新株予約権無償割当ての方法により、平成26年２月21日（以下「株主確定日」という。）に

おける当社の 終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その有する当

社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てる（以下「本新株

予約権無償割当て」という。）。 

 

3. 本新株予約権の総数 

株主確定日における当社の発行済株式総数から同日において当社が保有する当社自己株式

数を控除した数とする。 

 

4. 本新株予約権無償割当ての効力発生日 

平成26年２月24日 

 

5. 本新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権１個当たりの目的である株式の種類及び数は当社の普通株式２株とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権１個につき60円

とする。 

(3) 本新株予約権の行使期間 

平成26年３月28日から平成26年４月21日までとする。 

(4) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし、計算の結果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、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を

減じた額とする。 
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(5) 本新株予約権の譲渡制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要しない。 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の取得事由 

当社は、平成26年４月14日に、同日において残存する本新株予約権の全部（一部は不

可）を無償で取得するものとする。 

(8) 劣後株式の権利制限 

当社が発行する A種劣後株式または B種劣後株式（以下「劣後株式」という。）を保有

する株主（以下「劣後株主」という。）は、本新株予約権の割当を受けない。また、劣

後株主は、当社定款の規定にかかわらず、本新株予約権の効力発生日である平成 26 年

２月 24 日までの間は、当社に対して、当社の普通株式を対価としてその有する劣後株

式の全部又は一部を取得することを請求することはできない。 
 

6. 社債、株式等の振替に関する法律の適用 

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75

号。その後の改正を含む。以下「社債等振替法」という。）第163条の定めに従い社債等振

替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条

第２項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予

約権の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則

に従う。 

 

7. 本新株予約権の行使請求受付場所 

東京都江東区佐賀１－17－７ 

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 

 

8. 本新株予約権の行使に際しての金銭の払込取扱場所 

みずほ銀行株式会社 横浜駅前支店 

 

9. 本新株予約権の行使の方法 

(1) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、直近上位機関（当該本新株予約

権者が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機

関をいう。以下同じ）に対して、本新株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の

支払いを行う。 

(2) 直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を申し出た者は、その後これを撤

回することができない。 
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10. 米国居住株主による本新株予約権の行使について  

米国居住株主は、本新株予約権を行使することができない。なお、「米国居住株主」とは、

1933年米国証券法（U.S. Securities Act of 1933）ルール800に定義する「U.S. Holder」

を意味する。 

 

11. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

 

12. その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は代表取締役

社長に一任する。 

 

以 上 
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新株式発行要項 

 

1. 発行新株式数  

B種劣後株式 65,335,539株 

 

2. 発行価額 

１株につき30円 

 

3. 発行価額の総額 

1,960,066,197円 

 

4. 出資財産の内容及び価額 

本新株式の発行と引き換えに出資される財産の内容は、下記割当予定先及びアイウエ

ア・ディベロップメント株式会社間の平成26年２月10日付「債権譲渡契約書」に基づ

き割当予定先がアイウエア・ディベロップメント株式会社より譲り受けた当社に対す

る貸金元本債権額面金1,960,066,197円とする。 

 

5. 増加する資本金及び資本準備金の額 

資本金  総額15円 

資本準備金 総額15円 

 

6. 募集又は割当の方法 

第三者割当の方法による 

 

7. 申込期日 

平成 26 年４月 24 日 

 

8. 払込期日 

平成 26 年４月 24 日 

 

9. 割当予定先及び株式数 

眼鏡・補聴器革新株式会社 65,335,539株 

 

10. その他 

(1) 上記各項については、平成26年４月23日開催予定の当社臨時株主総会において、当社
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提案の「第三者割当による劣後株式発行の件」及び「定款一部変更の件」が承認され

ることを条件とする。 

(2) 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は代表取締役

社長に一任する。 

 

以 上 

 


