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平成 26 年８月８日 

各 位 
会社名   ：株式会社 メガネスーパー 
代表者  ：代表取締役社長 星 﨑 尚 彦 

（JASDAQ コード番号：3318） 
問合わせ先 
役職･氏名：取締役執行役員管理本部長 齋藤 正和 

TEL 0465-24-3611（代表） 
 

行使価額修正条項付き第８回新株予約権（第三者割当）の発行に関するお知らせ 
 

当社は、平成 26 年８月８日開催の取締役会において、今期末の純資産を前期末と同程度以上に保つ

こと、ならびに新規出店資金・売上対策資金を調達することを目途として、以下のとおり、第三者割

当により発行される行使価額修正条項付き第８回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）

の募集（以下「本件第三者割当」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ

いたします。 

１．募集の概要 

（１） 割当日 平成 26 年８月 25 日 

（２） 新株予約権の総数 100,000 個 

（３） 発行価額 総額 5,300,000 円（本新株予約権１個につき 53 円） 

（４） 
当該発行による 

潜在株式数 

10,000,000 株（本新株予約権１個につき 100 株） 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 36 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数

は 10,000,000 株であります。 

（５） 資金調達の額 

685,300,000 円（差引手取概算額: 673,300,000 円） 

（内訳）新株予約権発行による調達額：5,300,000 円 

    新株予約権行使による調達額：680,000,000 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。 

（６） 
行使価額及び 

行使価額の修正条項 

当初行使価額 68 円 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し

た日の直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90%に相当

する金額の 1 円未満小数第３位まで算出し、小数第３位を切り上げた

金額に修正されます。ただし、かかる修正後の金額が下限行使価額（36

円）を下回る場合、行使価額は下限行使価額（36 円）に修正されます

（７） 
募集又は割当て方法 

（割当予定先） 

マッコーリー・バンク・リミテッド（以下、「割当予定先」といいま

す。）に対する第三者割当の方法による。 

（８） その他 
上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届

出の効力発生を条件とします。 

（注）本新株予約権の発行要項を末尾に添付しております。 

 

２．募集の目的及び理由 

【本新株予約権の発行の目的及び理由】 

（１）背景 

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

な台頭など、競争環境が大きく転換いたしました。これにより、当社は平成 20 年４月期より４期連続

で営業赤字を計上するなど、業績が低迷していたことを受け、平成 24 年１月 31 日付けで、大手小売
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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（以上の４ファンドを総称し、以下「ＡＰファンド」という。）

からの資本を受け入れるに至り、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。 

かかる事業再生に向けた取組みの具体的な内容としては、平成 24 年４月期及び平成 25 年４月期に

おいて、構造改革による各種固定費の削減並びに店舗賃料削減をはじめとする 1,000 百万円以上の大

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、並びに新しい広告キャラクターを起

用した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、平成 25 年４月期において営業損失

1,607 百万円、経常損失 1,654 百万円、当期純損失 2,292 百万円を計上いたしました。その結果、平成

25 年４月期末時点において 2,115 百万円の債務超過に陥りました。これらにより、当社は継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような状況となっており、また、平成 25 年７月 31 日に公表しました

とおり当社株式は債務超過により上場廃止に係る猶予期間入り銘柄となりました。また、平成 26 年４

月期においても、店舗新モデルの売上転換の遅延や粗利率の低下、及び不採算 28 店舗の閉鎖費用の増

加などから、営業損失 2,124 百万円、経常損失 2,450 百万円、当期純損失 2,627 百万円を計上しまし

たが、同年度期間中に２回のライツ・オファリング、第１回～第４回新株予約権の行使及び第６回新

株予約権の発行及び行使、デット・エクイティ・スワップ、優先株式の発行を行い 4,836 百万円の資

本の増加を図り、平成 26 年４月 30 日時点において、債務超過を解消しております。 

こうした中、当社といたしましては、現在行っております事業再生に向けた取組みを、これまでに

判明した改善点及び足元の事業環境等も踏まえたうえで、一層強力に推進してまいる所存であり、平

成 25 年３月 15 日にミドル・シニア層に向けた「アイケア」を軸とした、競合に対して抜本的な差別

化を図る高収益な新モデル「アイケア重視のサービス型店舗モデル」への移行を企図した中期経営計

画（以下「本計画」という。）を策定し、各種施策に取り組んでおります。これまで、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・外装の改修によって既存店舗の質を向上させるとともに、主に、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「アイケア」

ニーズに注目した商品やサービスの充実化、並びにその周知を図るためのマーケティング投資を行い

ました。足下、これら施策の内、先行して実施しているものが奏功し、平成 25 年８月の既存店売上前

年同月比は 63 ヶ月ぶりに 100%を超えたのに続き、同年 11 月以降５ケ月連続して 100％越えを達成、

特に平成 26 年３月は、消費税額引上げに伴う駆け込み需要の追い風もありましたが、着実な単価上昇

トレンドも大きく貢献し、138％を達成するとともに単月黒字化を実現しております。また、平成 26

年４月度においては、消費税増税後の反動減の解消がなされず、既存比 97.5％と 100％を割り込み、

予想通りの売上回復ができなかったことから、結果として業績の下方修正にいたったものの、平成 27

年４月期の売上既存比につきましては、５月度 97.5％、６月度 98.9％、7 月度 103.9％と、足元の実

績は回復基調となっております。 

これらを踏まえ、平成 26年６月 13 日付開示資料「業績管理の強化と中期経営計画の検証について」

で公表しましたとおり、本計画における計数計画の再検討を行いました。結果として、「アイケア重視

のサービス型店舗モデル」「地域密着型のサービス利便性モデル」に基づいた修正・改善施策により、

売上及びコストの改善が見込めること、並びに当社は高粗利率により売上一単位が与える利益インパ

クトが大きく、平成 26 年３月の様にひとたび売上が拡大すれば月次業績が大幅な黒字となる収益構造

であることから、順回転に入れば非連続的な収益改善が依然として可能な状況であると判断しており

ます。本計画の計数目標そのものは据え置くものの、平成 26 年４月期の施策実行と業績の結果が当初

業績予想を大きく下回る当期純損失 2,627 百万円を計上したことを踏まえて、達成年度は当初計画の

平成 28 年４月期から平成 29 年４月期と、１年後ろ倒しとするべきと判断しました。その結果として、
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平成 27 年４月期には、営業利益 300 百万円、経常利益 80 百万円を見込み、経常黒字化は達成できる

ものの、引き続き不採算店舗の閉鎖やリ・ロケーションに伴う店舗構造改革費用が生じるほか、法人

住民税等の負担があるために、当期純損失 350 百万円を計画しており、３期後の平成 29 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。 

（２）本新株予約権発行の必要性 

当社は本計画の実現に向けて邁進しておりますが、前述の通り、平成 26 年４月期におきましては、

２回のライツ・オファリング、第１回～第４回新株予約権の行使及び第６回新株予約権の発行及び行

使、デット・エクイティ・スワップ、優先株式の発行を行い 4,836 百万円の資本の増加及び 2,610 百

万円の資金の調達を図り、債務超過を解消したものの、業績の回復が遅れ資金調達以前より財務的余

裕度に乏しい状態が続いていたことから、平成 26 年 4 月末現在の純資産は 93 百万円と、引き続き財

務的余裕度に乏しい状況であります。平成 27 年４月期においては、営業利益 300 百万円を見込む一方

で、不採算店舗の閉鎖や移転に伴う店舗構造改革費用が生じるほか、営業外費用として借入金の利息

支払や固定的な法人住民税等の負担があるために、当期純損失 350 百万円を見込んでおり、当期末に

おける純資産は△257 百万円となり、再度の債務超過となる見込みであります。これらの不確実性を早

期に払拭することが、株主利益保護の観点から重要な課題であると考えており、また各取引先との安

定的な関係構築にも繋がり、事業運営上不可欠と認識しております。そのため当社は、必要となる資

本を当期末までに、前期末の純資産 93 百万円と同程度以上に保つことを目途として増強する目的のも

と、様々な施策について検討を重ねてまいりました。 

また、当社は本計画の中で重要な施策となる新規出店を昨年度から再開し、地域密着型商圏である

住宅・商業立地において、特に店舗周辺に居住するミドル・シニアの住民に対してサービス付加価値

の信頼性を追求した差別性の高い「地域密着型のサービス利便性モデル」に基づいた店舗を平成 26 年

７月 28 日現在 14 店舗出店しております。坪効率の高い店舗特性により概ね期待通り効果を実現して

おり、今後、平成 27 年４月期に 25 店舗（既に３店舗出店）、平成 28 年４月期に 40 店舗、平成 29 年

４月期に 40 店舗の計 105 店舗を、３年間で出店する計画であります。同出店に必要となる資金を確保

することが、本計画の達成の前提となります。平成 26 年２月 12 日付開示資料「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」にて公表した、株主割当による上場型無償新株予約

権の発行（以下「第２回ライツ・オファリング」という。）により、当社が調達を予定していた資金は、

当初 2,026 百万円であり、そのうち諸費用等を控除した 1,870 百万円について、当面の新規出店費用

として 1,200 百万円、Ｍ＆Ａ等によるチェーン拡大費用として 370 百万円、売上対策費用として 300

百万円をそれぞれ充当する計画であったところ、実際に調達した資金は 650 百万円であり、当該資金

については売上対策費用に 300 百万円、Ｍ＆Ａ等によるチェーン拡大費用として 350 百万円をそれぞ

れ充当したことから、当初計画していた新規出店資金 1,200 百万円の全額が不足いたしました。なお、

Ｍ＆Ａにつきましては、当初想定していた買収候補、スキームは、その後の候補先の状況変化ならび

に当社内における調査及び検討の結果、実行には時間を要する見込みが高いとの判断に至り、現在複

数の買収候補を検討しているものの、実現には尚時間を要する見込みであることから、早期の業績回

復の必要性や資金の有効的な活用等に鑑み、Ｍ＆Ａ等によるチェーン拡大費用として想定していた 350

百万円を一旦売上対策費用に充当することとし、Ｍ＆Ａ実現の折には売上対策費用に充当した効果と

して営業活動から得られるキャッシュフローからチェーン拡大費用に充当することとしました。 

当社は既に、平成 25 年５月、11 月及び平成 26 年２月のファイナンスにより、これまでに約 650 百

万円の売上対策費用を調達し、マーケティング費用を中心とした店舗の売上向上のための資金使途と

して充当してまいりました。調達した資金の具体的な使途は、集客力向上のための「アイケア」ニー

ズに訴求した新商品の仕入費用、認知度向上のためのチラシ・テレビ・インターネット等のマス媒体

費用やＰＲ費用、顧客の維持やリピート率の向上を目的とした顧客データベースの構築や情報発信の

ためのＩＴ環境の整備費用などであります。平成 26 年４月期におきましては、これら調達資金の内、

平成 25 年５月と 11 月のファイナンスにより調達した約 350 百万円を、平成 25 年８月から平成 26 年

３月に掛けて前述した施策の費用に充当しこれらの施策を実施したところ、平成 25 年８月の既存店売

上前年同月比は 63 ヶ月ぶりに 100%を超えたのに続き、同年 11 月以降５ケ月連続して 100％越えを達

成、特に平成 26 年３月は、消費税額引上げに伴う駆け込み需要の追い風もありましたが、138％を達

成するとともに単月黒字化を実現するなど、売上対策費用の効果が確実に表れたと考えております。

しかしながら、平成 26 年４月の消費税増税後の反動減や店舗新モデルの売上転換の遅延等により、予
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想通りの売上回復が出来なかったことから、結果として平成 26 年４月期の業績予想を下方修正いたし

ました。このような不確実性はございますが、今後の売上向上と早期の業績回復のためには、引き続

き、時宜に適った売上対策費用の充当が不可欠であると考えております。平成 26 年２月のファイナン

スにより調達した約 300 百万円に、上記Ｍ＆Ａ予定資金の使途変更額 350 百万円を併せて拡充した売

上対策費用 650 百万円の支出時期は、平成 26 年 5 月～平成 28 年 4 月を予定しており、その具体的な

使途と見込まれる効果は、①チラシやＤＭ等の広告媒体費用、ＬＩＮＥ等のコミュニケーションツー

ルやコーポレートサイトを活用した新たなクリエイティブな広告販促を展開するための製作費用など、

マスマーケティングの拡充による来店客数の増加、②ミドル・シニア層に適した企画開発型のオリジ

ナルフレーム商品の開発費用や商品・サービスの価値を積極的に上げるための商品の入替費用など、

商品面の強化による購買率及び購買単価の向上、③売上回復が期待出来る店舗の維持・改修費用によ

るリピート率の向上であり、これら資金使途の複合的な効果により既存店売上の大幅な拡大を見込ん

でおります。 

当社は、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、事業

の再生に向けた中期経営計画を実現し、早期に株主の皆様に対して利益の還元を実施していくために

は、新規出店の不足資金について、可能な限り追加的に調達を行う必要があると判断いたしました。

そのため当社は、平成 26 年４月 21 日付開示資料「第三者割当による社債型優先株式の発行に関する

お知らせ」（以下「優先株式の発行」という。）にて公表の通り、ＡＰファンドに協力を仰ぎ、同ファ

ンドに対する議決権を有さないＣ種優先株式の発行により、約 20 店舗の新規出店費用に当たる 800 百

万円を調達いたしました。しかしながら、平成 27 年４月期の下期以降に出店予定の約 10 店舗の新規

出店費用に該当する差額の 400 百万円は現時点において未調達となっております。加えて、売上面で

も平成 27年 4 月期における売上目標を達成する為には、追加的なマーケティング等の売上対策費用が

必要になる可能性があります。当社は、平成 25 年５月、11 月及び平成 26 年２月のファイナンスによ

り、これまでに約 650 百万円の売上対策費用を調達し、マーケティング費用を中心とした店舗の売上

向上のための資金使途として充当してまいりましたが、ＬＩＮＥや Facebook などに代表される新たな

コミュニケーションツールの発達やウェブ環境の大幅な進化に対応したマーケティングの展開や、消

費者を飽きさせないための魅力的な商品の開発など、日々刻々と変化する消費環境に対応するため、

今後も売上対策費用の拡充を行っていく必要があると考えております。 

かかる状況を踏まえ、 適な財務施策を検討して参りましたが、本日本新株予約権の発行により当

該資金の調達を行うことを 終決定いたしました。本新株予約権の発行は、平成 26 年４月期末に、主

に債務超過の解消と資金調達を目的に実施した一連のエクイティ・ファイナンスと同様に平成 27 年４

月末の債務超過見込みの解消と資金調達を目的としております。前述のとおり、平成 27 年４月期末に

おける債務超過見込みを解消し、可能な限り財務体質を強化することが、株主利益保護の観点からも

重要な課題であると考えており、同末までに債務超過を解消する必要があること、同末までの新店出

店計画を充足するには追加的な資金調達を行う必要があること、売上予算の達成に向けた既存店の売

上拡大には売上対策費用の可及的拡充が望ましいこと、ならびに本新株予約権の行使による資金調達

には、一定程度の期間を要するなどの制約があること等を総合的に勘案した結果、当社としてこのタ

イミングで本新株予約権の発行を実施する必要があると判断いたしました。 

 

【本資金調達方法を選択した理由】 

当社は、本資金調達を実施するにあたり、各種資金調達方法について慎重に比較検討を進めてまい

りました。その結果、第三者割当による本新株予約権の発行により資金調達を行うことが 適である

との結論に至りました。以下は、本資金調達方法を選択した具体的な検討内容であります。 

 

（１）その他の資金調達方法の検討について 

当社は、この度の資金調達に際して、銀行借入、公募増資、第三者割当増資、株主割当等の資金調達

手段を検討いたしました。上記のとおり、当社は現状平成 26 年４月期末に各種増資施策にて債務超過

を解消した直後の状態にあり、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、及び既に約 8,000 百万円と、当社の現状の収益力と比しても大きい銀行借

入を有することから、主に安定した企業を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。そのため、既存株主の株式の希薄化というリ

スクを懸念しつつも、直接金融に依拠せざるを得ない状況であります。その検討において、新株予約

権が上場されるノンコミットメント型ライツ・オファリングにつきましては、既存株主における希薄
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化の影響を限定化できることから、有力な資金・資本の調達手法であると考えておりますが、平成 26

年４月期に２回のライツ・オファリングを実施した直後であること、前回実施における行使比率が想

定を下回ったことから、株主構成に大きな変化がないと考えられる短期間での実施については再度の

行使比率の低下が見込まれることから、現時点では適当でないと判断いたしました。公募増資及びコ

ミットメント型ライツ・オファリングについては、当社は債務超過を解消した直後の財務状況にあり、

現時点では妥当な条件で引き受けを行える証券会社を見出す難易度が高いと判断し、資金調達手法の

候補からは除外しております。また、第三者割当増資による新株式の発行につきましても、主要取引

先を中心に検討を行いましたが引受の了承を得られる先を見出すことは困難であると判断いたしまし

た。 

当社といたしましては、前述いたしましたように、早期の業績の回復を図るための収益性強化及び債

務超過の見込みの解消を目指しており、そのためには一定規模の資金調達が必要であることや、本新

株予約権の行使による資金調達には、一定程度の期間を要するなどの制約があること等を総合的に勘

案した結果、平成 26 年４月期末における一連のエクイティ・ファイナンスの実施直後のタイミングで

はあるものの、下記「（２）本資金調達方法（第三者割当による新株予約権発行）について」記載の特

徴を持つ本新株予約権の発行という方法を資金調達の手法として選択しました。 

 

（２）本資金調達方法（第三者割当による新株予約権発行）について 

今回の行使価額修正条項付新株予約権の第三者割当てによる資金調達方法には、以下のような特徴が

あります。 

＜本新株予約権の主な特徴＞ 

①  過度な希薄化の抑制が可能なこと 

本新株予約権は、発行要項第 11 項に基づく行使価額の調整が行われない限り、潜在株式数が

10,000,000 株、潜在議決権個数が 100,000 個（平成 26 年４月 30 日現在の当社発行済普通株式総数

55,562,425 株に対し 18.0％、また、平成 26 年４月 30 日現在の当社議決権個数 1,552,528 個に対して

は 6.4％）と一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。 

②  株価への影響の軽減が可能なこと 

本新株予約権の行使価額は各行使請求に係る通知を当社が受領した日の直前の取引日の株式会社東

京証券取引所（以下、「東証」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値を基準として修

正される仕組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社

普通株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすく、また、下限行使価額が 36 円（発行決議

日前取引日の東証終値の 52.9％の水準）に設定されており、反対に上限行使価額は設定されていない

ことから、株価への影響の軽減が可能となると考えております。• 

なお、本新株予約権の下限行使価額である 36 円は、発行決議日前取引日の東証終値の 52.9％の水準

にあるところ、近時における行使価額修正条項付き新株予約権の下限行使価額の設定水準の範囲内で

あることや、平成 26 年７月 25 日の東証における当社株式の上場廃止に係る猶予期間入り銘柄からの

解除後に、直近数週間の当社株価は大幅に変動しており、当社の株価水準が今後どの範囲に落ち着く

かは現時点では判断しにくいこと、株価が一定程度下落した場合においても株式の消化可能性を確保

する必要があること、中期的な水準を考慮した過去３ヶ月間（平成 26 年５月８日乃至平成 26 年８月

７日）の平均株価は 37 円であること、上場廃止猶予期間解除前の１ヶ月間（平成 26 年６月 25 日乃至

平成 26 年７月 24 日）の平均株価は 33 円であること、ならびに当社株価の年初来及び上場来の安値が

28 円（平成 26 年５月 20 日）であること等を踏まえた上で、直近の当社株価のボラティリティなどを

総合的に考慮して設定していることから、合理的な金額であると考えております。 

③ 資本政策の柔軟性が確保されていること 

資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、本新株予約権に付された取得条項（※１）

を行使して本新株予約権の全部又は一部を本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも取得すること

ができ、資本政策の柔軟性を確保できます。 

④ 将来的な株価上昇の場合、希薄化を軽減できること 

本新株予約権には上限行使価額は設定されていないことから、当社の再生が進捗し、将来的に株価

が上昇した場合には、行使価額も対応して上昇します。また取得条項が付されている為、株価が上昇

し、少ない行使数でも当社が必要とする金額を調達できた場合には、取得条項を行使することによっ

て、既存株主にとっての希薄化が抑制されます。 

⑤ 全てが下限行使価額で行使された場合であっても、調達額が今期の見込み当期純損失を上回るこ
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と 

本新株予約権の発行数は、下限行使価額で本新株予約権が全て行使された場合においても、発行諸

費用を差し引いた手取概算額が、平成 27 年４月期の業績予想額である当期純損失 350 百万円を上回る

ことを前提に設定していることから、本新株予約権の発行により、今期末においても前期末と同程度

以上の資本水準を維持できる確度が高まるものと考えております。 

＜本新株予約権の主な留意事項＞ 

本新株予約権には、主に、下記⑥乃至⑩に記載された留意事項がございます。 

⑥ 本新株予約権の行使価額は、下限行使価額は 36 円（発行決議日前取引日の東証終値の 52.9％の水

準）に設定されており、株価水準によっては資金調達ができない可能性があります。 

⑦ 株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調達額が調達予定額を下回る可能性

があります。ただし、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。 

⑧ 当社役員と割当予定先の代理人であるマッコーリーキャピタル証券会社の担当者との協議におい

て、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について、適宜判断の上、比較

的短期間で売却を目標とするものの、当社普通株式の流動性等を加味し、運用に際しては市場への

影響を常に留意する方針であることを確認しておりますが、権利行使により取得された当社普通株

式が市場で売却された場合には市場株価の下落を招く可能性があります。 

⑨ 本新株予約権発行後、東証終値が３取引日連続して当初行使価額の 50％を下回った場合等には、割

当予定先が当社に対して本新株予約権に付された取得請求権（※２）を行使することにより、調達

額が減少する場合があります。 

⑩ 本新株予約権発行後、新株予約権行使期間満了の１ヶ月前時点で未行使の新株予約権が存在する場

合等、割当予定先が当社に対して本新株予約権に付された買取請求権（※３）を行使することによ

り、調達額が減少する場合があります。 

 

上記⑥乃至⑩のような留意事項がございますが、当社は平成 27 年４月期末における債務超過の回避

や新規出店費用の拡充を目的とした本新株予約権の発行は、結果として既存株主の利益に資するもの

であり、また、平成 25 年 11 月に発行した行使価額修正条項付き第６回新株予約権によりすでに今回

と実質的に同じスキームのファイナンスを行った実績から、その後の追加的ファイナンスや当社業績

の下振れ等が大きく影響したと考えられる株価や出来高の大幅な変動が現状生じているものの、本新

株予約権の発行及び行使自体につきましては、市場に過度の影響を与えるものではないと判断してお

ります。具体的には、今回のファイナンスと実質的に同じスキームである、第６回新株予約権の行使

により発行された当社普通株式について、割当先から平成 26 年１月 20 日に提出を受けた変更報告書

に記載された、平成 25年 11 月 18 日から平成 26 年１月 15 日の期間における当社株式の処分の状況を

集計したところ、割当先が第６回新株予約権の行使により取得した当社株式の売却日と前取引日の終

値の差額の平均はマイナス 0.3 円であり、売却日の出来高に対する売却株数の割合は平均 11.6％とな

っております。また、第６回新株予約権の割当日であった平成 25 年 11 月 11 日の当社株価の終値 82

円と、当社が取得条項の行使により残存する第６回新株予約権を取得した平成 26 年２月 14 日の終値

54 円を比較すると 28 円ほど下落しておりますが、日々の株価の推移を見ると、平成 25 年 12 月 13 日

の当社業績予想の下方修正の発表や、平成 26 年２月３日から４日に掛けての日経平均株価の大幅な下

落の直後に、当社の株価が大きな下げを記録しております。特に、当社が業績予想を発表した直後の

取引日である平成 25 年 12 月 16 日は、終値が前取引日よりマイナス 13 円と大きく下落しましたが、

当日の出来高 4,260,747 株に対し、割当先の当社株式の売却株数は 26,100 株と、0.6％程度の低い水

準に留まっており、当社業績予想発表前の平成 25年 12 月 13 日の当社株価の終値が日経平均株価に連

動する形で 88 円まで上昇していたこと等に鑑みても、第６回新株予約権の行使自体による株価への影

響は限定的であると考えております。 

 

（※１）取得条項 

本新株予約権には、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払

込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、

当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1個当たり 53 円の価額で、本新株予約権者（当社を除

く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が付されておりま

す。 
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（※２）取得請求権 

本新株予約権には、平成 26 年 11 月１日以降、いずれかの取引日において、東証における当社普通株

式の普通取引の終値が３取引日連続して 33 円（但し、発行要項第 11 項により行使価額が調整される

場合には、当該行使価額の調整に応じて調整されます。）を下回った場合には、本新株予約権者は、そ

の選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求

することができ、当社は、当該取得請求にかかる書面が到達した日の翌取引日から起算して 15 取引日

目の日において、本新株予約権 1個あたり 53 円の価額で、当該取得請求にかかる本新株予約権の全部

を取得する旨の取得請求権が付されております。 

（※３）買取請求権 

本新株予約権者は、(i)本新株予約権の行使期間満了の 1 ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保

有している場合、(ii)当社による本新株予約権の発行又は割当て、割当予定先による本新株予約権の

保有、行使又は、これによって取得する当社の普通株式の売却が法令若しくは規則に反することとな

った場合又はその具体的なおそれがある場合、(iii) 本新株予約権の発行要項第 14 項第(2)号又は第

(3)号に定める事由が発生した場合、(iv) 当社について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更

生手続開始、特別清算開始若しくはその他これに類似する法的整理手続開始の申立てがあったとき、

又は当該手続の開始原因若しくは申立原因（支払不能、支払停止を含むが、債務超過を除く。）となる

事実が発生した場合、(v) 当社、その子会社並びにそれらの取締役その他の経営陣のいずれかが、犯

罪組織その他の反社会的勢力である、又は、反社会的勢力と関係を持っていると認められた場合、及

び、(vi) 当社、その子会社並びにそれらの取締役その他の経営陣のいずれかが、自ら又は第三者を介

して、反社会的行為を行い、又は行ったと認められた場合、当社に対し、それ以降いつでも、当社に

通知することにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を買い取るように請求できるものとしま

す。この場合、当社は、当該買取請求にかかる書面が到達した日の翌取引日から起算して 5 取引日目

の日において、本新株予約権 1個あたり 53 円の価額で、当該買取請求にかかる本新株予約権の全部を

買い取るものとします。 

 

さらに、当社が割当予定先との間で締結する本新株予約権に係る新株予約権買取契約（以下「本契約」

といいます。）には、以下の内容が含まれます。 

・エクイティ性証券の発行 

本新株予約権が残存する限り、当社は、割当予定先の事前の書面による同意（かかる同意は不合理に

留保されてはならない。）がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得す

る権利が付与された証券を発行してはならない。但し、①当社の従業員を対象とするストック・オプ

ションを発行する場合、及び②当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携（既存の提携に限らず、

新規又は潜在的な提携を含む。）の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの

証券を発行する場合（当該事業会社が金融会社若しくは貸金業者でなく、また、当社に対する金融を

提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもない場合に限る。）を除く。 

 

本新株予約権の第三者割当てによる資金調達方法は、行使価額が修正されるため、株価が下落したと

しても割当予定先にとっては行使しやすく、機動的に資金の調達を行えることから、当社の資金需要

を満たしつつ、自己資本を増強することが可能であります。当社といたしましては、上記の＜本新株

予約権の主な留意事項＞⑥乃至⑩に比べ、＜本新株予約権の主な特徴＞①乃至⑤に記載のメリットか

ら得られる効果の方が大きいと考えており、他の資金調達手段と比較しても、本資金調達方法が現時

点において 良の選択であると判断し、これを採用することを決定いたしました。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

調達する資金の総額 685,300,000 円

内訳（新株予約権の発行による調達額） 5,300,000 円

（新株予約権の行使による調達額） 680,000,000 円

発行諸費用の概算額 12,000,000 円

差引手取概算額 673,300,000 円
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（注）１．差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額 5,300,000 円に、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 680,000,000 円を

合算した金額から、発行諸費用の概算額12,000,000円を差し引いた金額を示しております。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３．発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士・新株予約権評価費用 4,000,000 円、登記関連費用 6,000,000

円、その他諸費用（株式事務手数料等）2,000,000 円となります。なお、発行諸費用の概算額は、

想定される 大の金額であり、本新株予約権の行使が行われなかった場合、上記登記関連費用及び

株式事務手数料は減少します。 

４．行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少す

ることがあります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予

約権を取得して消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

 新規出店費用 400 平成 26 年８月～平成 28 年４月 

 売上対策費用 273 平成 26 年８月～平成 28 年４月 

 

新規出店費用：400 百万円 

上記記載の差引手取概算額である 673 百万円のうち、400 百万円については、当社の本計画の収益基

盤である、「地域密着型のサービス利便性モデル」に基づいた新規出店費用（建設費用及び預託保証

金等充当資金）資金に充当する予定であります。当社は、平成 26 年６月 13 日付「業績管理の強化と

中期経営計画の検証について」にて記載の通り、平成 28 年４月期までにおいては 65 店舗の新規出店

を行うことを計画しております。新規出店に係る費用は、建設費用及び機械購入費用並びに預託保証

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ます。当社は、

平成 26 年 2 月 12 日付開示資料「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」

にて公表のとおり、65 店舗の新規出店費用である 2,600 百万円のうち、30 店舗の出店費用に当たる

1,200 百万円について第２回ライツ・オファリングの実施により調達を行う計画でしたが、第２回ライ

ツ・オファリングの行使比率が予想を大きく下回る結果となり、代替的な資金調達措置としてＣ種優

先株式の発行を行いましたが、現時点において新規出店費用の調達額は平成 27 年４月期に計画をして

いる新規出店 25 店舗の内 20 店舗の出店費用に当たる 800 百万円に留まっており、平成 27 年４月期に

計画している残り新規出店５店舗に加えて、平成 28 年４月期期首に予定している５店舗の合計 10 店

舗の新規出店費用となる 400 百万円が未調達となっております。今回予定している上記調達資金 400

万円は、当該 10 店舗の出店に伴う資金に充当する予定です。なお、Ｃ種優先株式の発行により調達し

た新規出店費用 800 百万円につきましては、平成 26 年７月 28 日現在において、約 120 百万円を既に

オープンした３店舗の出店費用に充当しており、残りの 680 百万円につきましては、今後計画してい

る約 17 店舗の新規出店費用に充てる予定です。また、一連の資金によって 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。 

当社では、本新株予約権の発行により調達される資金を新規出店費用に充当して、今後の成長基盤の

確立と安定的な企業運営、中長期的な企業価値の向上を図ることを企図しており、今回の資金調達は

既存株主の利益に資するものと考えております。既存店舗の改善に加えて、新規出店による売上規模

の拡大により、収益基盤の強化を図り、本計画の確実な達成に向けて、収益の拡大を図ってまいりま

す。 

 

売上対策費用：273 百万円 

当社は、平成 27 年４月期における売上予算の達成には、新規出店よる売上規模の拡大のみならず、

既存店舗の活性化による収益基盤の増強が必要不可欠であるとの認識から、既存店売上の底上げを図

るための売上対策費用についても、できるだけ拡充することが望ましいと考えております。したがっ

て、今回の手取概算額 673 百万円から新規出店費用 400 百万円を差し引いた差額の約 273 百万円につ

きましては、第２回ライツ・オファリングにおいてＭ＆Ａ等によるチェーン拡大費用として調達した
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350 百万円と同様に、売上対策費用に充当する予定です。第２回ライツ・オファリングの実施計画にお

けるＭ＆Ａにつきましては、当初想定していた買収候補、スキームは、その後の候補先の状況変化な

らびに当社内における調査及び検討の結果、実行には時間を要する見込みが高いとの判断に至り、現

在複数の買収候補を検討しているものの、実現には尚時間を要する見込みであることから、早期の業

績回復の必要性や資金の有効的な活用等に鑑み、新規出店による売上の拡大だけでなく、マーケティ

ングの強化や新商品の拡充などによる既存店売上の底上げが枢要であるとの判断から、Ｍ＆Ａ等によ

るチェーン拡大費用として調達した 350 百万円を一旦売上対策費用に充当することとし、Ｍ＆Ａ実現

の折には売上対策費用に充当した効果として営業活動から得られるキャッシュフローから充当するこ

ととしました。今回の売上対策費用の拡充は、既存店の活性化をもたらすと共に、新規出店による収

益基盤の拡大との相乗効果が期待でき、それによる収益の拡大によりプラスの営業キャッシュフロー

を生じさせることを目指したものです。なお、営業活動によるキャッシュフローから、再びＭ＆Ａ等

によるチェーン拡大費用 350 百万円を充当する時期につきましては、Ｍ＆Ａの実現には前述の通り時

間を要することを踏まえ、店舗構造改革後の売上拡大と財務基盤の安定化が図られる平成 28 年４月期

となる見込みです。 

当社は、平成 25 年５月、11 月及び平成 26 年２月のファイナンスにより、これまでに約 650 百万円の

売上対策費用を調達し、マーケティング費用を中心とした店舗の売上向上のための資金使途として充

当してまいりました。平成 26 年４月期におきましては、これら調達資金の内、約 350 百万円の充当に

より実施した施策が奏功し、平成 25 年８月の既存店売上前年同月比は 63 ヶ月ぶりに 100%を超えたの

に続き、同年 11 月以降５ケ月連続して 100％越えを達成、特に平成 26 年３月は、消費税額引上げに伴

う駆け込み需要の追い風もありましたが、138％を達成するとともに単月黒字化を実現しております。

しかしながら、平成 26 年４月の消費税増税後の反動減や店舗新モデルの売上転換の遅延等により、予

想通りの売上回復が出来なかったことから、結果として平成 26 年４月期の業績予想を下方修正いたし

ました。このような不確実性はございますが、今後の売上向上と早期の業績回復のためには、引き続

き、時宜に適った売上対策費用の充当が不可欠であると考えております。 

また、平成 26 年２月のファイナンスにより調達した約 300 百万円に、上記Ｍ＆Ａ予定資金の使途変

更額 350 百万円を併せて拡充した売上対策費用の支出時期は平成 26 年 5 月～平成 28 年 4 月を予定し

ており、その具体的な使途と見込まれる効果は、①チラシやＤＭ等の広告媒体費用、ＬＩＮＥ等のコ

ミュニケーションツールやコーポレートサイトを活用した新たなクリエイティブな広告販促を展開す

るための製作費用など、マスマーケティングの拡充による来店客数の増加、②ミドル・シニア層に適

した企画開発型のオリジナルフレーム商品の開発費用や商品・サービスの価値を積極的に上げるため

の商品の入替費用など、商品面の強化による購買率及び購買単価の向上、③売上回復が期待出来る店

舗の維持・改修費用によるリピート率の向上であり、これら資金使途の複合的な効果により既存店売

上の大幅な拡大を見込んでおります。今回、売上対策費用として拡充する 273 百万円につきましても、

上記資金使途に対し、各施策の展開状況やプライオリティを考慮しながら適切な配分による充当を行

い、さらなる売上の向上を目指してまいります。 

 

なお、本新株予約権の発行につきましては、純資産の充実を目的とし、資金使途としては、中期経営

計画を実行及び達成すべく、新規出店費用と売上対策費用に上記金額ずつ充当する計画です。しかし

ながら、新規出店に於いては、当社の出店基準を充足する物件数が、一定期間で見れば当初計画を充

足するに十分な数があることを見込んでおりますが、一般論として、物件の契約可能時期が前後する

可能性等があること、また、財務的余裕度を確保する観点で、継続的な新規出店は既存店の業績安定

が大前提であることから、平成 27 年 4月期における売上目標を達成する為に、既存店舗の売上の伸張

による収益確保を企図し、本差引手取概算額を一時的に売上対策費用としてより多く拠出し、既存店

舗の売上確保を行うことが、資金の効率的な活用、ならびに費用対効果の観点から適正な経営判断と

成り、上記資金使途の内訳は変化する可能性があります。加えて、新株予約権の行使による払込みは、

原則として新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使により調達する差引手取概算額と調達

時期は、新株予約権の行使状況や行使時点における当社の株価水準により決定され、かかる行使状況

及び資金の調達状況により経営判断も変わり得ます。本新株予約権の発行数は、前述のような行使状

況の不確実性や行使価額下落の可能性等を一定程度織り込んだ形で設定しておりますが、当社株価の

状況や割当予定先の投資行動次第では、現時点で見込んでいる資金調達額や調達時期について、大幅

な減少や遅延が生じる可能性があります。結果として、上記資金使途の内訳および支出予定時期につ
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いて変更がなされた場合、あるいは資金調達額が所期の水準に満たない見通しとなり、当該ケースに

対し新たな対応策を処する判断に至った場合には、速やかに開示を行う所存です。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、この度調達される資金を新規出店費用のための資金に充当して、収益基盤の強化を行い、

もって中長期的な企業価値の向上を図ることを目的としており、かかる資金使途は合理的であると判

断しております。従いまして、今回の資金調達は、中長期的な企業価値の向上により既存株主の利益

にも資するものと考えております。 

 

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 

当社は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング（住所：東京都千代田区霞が

関三丁目２番５号、代表者：野口真人）に対し、本新株予約権の発行要項及び本契約に定められる諸

条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を依頼し、同社が本新株予約権の公正価値を算定した評価

書の結果（1個あたり約 53 円、前提株価の約 77.9％）を参考に、当社の業績動向、財務状況、株価動

向等を勘案し割当予定先と協議した上で総合的に判断し、本新株予約権の１個当たりの払込金額を 53

円（１株当たり 0.53 円）といたしました。 

当該評価においては、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、

当社の株価、行使価額、行使期間、当社普通株式の流動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社に

付された取得条項（コール・オプション）、割当予定先の権利行使行動、割当予定先が有する取得請求

権（プット・オプション）及び割当予定先の株式保有動向等について、当社及び割当予定先へのヒア

リングを基に、オプション行使の可能性や１度に行う権利行使の数など一定の前提を置き、評価を実

施しております。 

また、本新株予約権の当初行使価額 68 円は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日

（平成 26 年８月７日）の当社普通株式の普通取引の終値 68 円の 100%に相当する金額としており、平

成 26 年８月 25 日以降における行使価額も、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取

引日の当社普通株式の普通取引の終値の 90％に相当する金額に修正されるものの、その価額は、下限

行使価額である 36 円（行使価額の 52.9％）を下回ることはありません。なお、行使価額の修正比率

90％は、近時における行使価額修正条項付き新株予約権の発行事例の多くで採用されており、割当予

定先の権利行使の可能性や当社株価への影響などに鑑みても適切な水準であると判断し、割当予定先

との協議の上で設定いたしました。下限行使価額の 36 円（行使価額の 52.9％）につきましては、当社

株価の直近数週間におけるボラティリティの大きさに対する株価下落リスク、前記の株価下落時にお

ける株式の消化可能性、過去３ヶ月間（平成 26 年５月８日乃至平成 26 年８月７日）の平均株価（37

円）、上場廃止猶予期間解除前１ヶ月間（平成 26 年６月 25 日乃至平成 26 年７月 24 日）の平均株価（33

円）、並びに年初来及び上場来安値（28 円）等を総合的に勘案し、近時の発行事例で採用されている下

限行使価額の水準を参考として、株価への影響などを考慮し設定しております。当社は、プルータス・

コンサルティングの評価を参考にしつつ、上記の行使価額の水準、上記「２．募集の目的及び理由【本

資金調達方法を選択した理由】（２）本資金調達方法（第三者割当による新株予約権発行）について」

に記載した本新株予約権の特徴や内容を勘案の上、本新株予約権の払込金額は当社普通株式の市場価

格及び第三者評価機関による適正な公正価値の算定評価に基づくものであり、かつ株式価値の過度な

希薄化の抑制や株価への影響を軽減する仕組みが施されていることから合理的であり、本新株予約権

の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。なお、本新株予約権の払込金額その他発行

条件につきましては、本日付取締役会にて監査役全員が、本新株予約権の行使価額の修正のあり方は、

日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」の趣旨に照らして一定の合理性を有する

と考えられること、また、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングが算定した

評価結果を参考に、本新株予約権の払込金額が設定されていること等の事情を踏まえ、有利発行に該

当しない旨の意見を表明しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権の行使による発行株式数は 10,000,000 株、議決権個数 100,000 個であり、平成 26 年４

月 30 日現在の当社発行済普通株式総数 55,562,425 株に対し 18.0％、また、平成 26 年４月 30 日現在

の当社議決権個数 1,552,528 個に対しては 6.4％の割合の希薄化が生じます。これにより既存株主にお
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かれましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。また、１株当たり純資産額が変動する可

能性があります。 

しかしながら、上記「２．募集の目的及び理由【本新株予約権の発行の目的及び理由】（１）背景」

に記載のとおり、当社は平成 27 年４月期において売上推移の状況については回復傾向にあり、経常黒

字化は見込むものの、当期純利益においては引き続き損失を計上する見込みであることから、新規出

店費用及び売上対策費用のための資金の調達に金融機関からの借入を行うことは、未だ事業再生の過

程にあり、難しい状況であります。現在のように厳しい経営環境の中でも、本計画の実現、収益を確

保するためには、当該資金の確保は必要であり、また今後も継続的安定的に収益を計上する企業へと

なるためには、当該規模の資金調達は必要であると考えております。 

また、上記「２．募集の目的及び理由【本資金調達方法を選択した理由】（２）本資金調達方法（第

三者割当による新株予約権発行）について」に記載した本新株予約権の特徴のとおり、本新株予約権

は行使価額が修正されるため、株価が下落したとしても割当予定先にとっては行使しやすく、機動的

に資金の調達を行えることから、当社の資金需要を満たしつつ、自己資本を増強することが可能であ

ると考えております。 

ならびに、当社の過去３期の１株当たり当期純利益は、平成 24 年４月期△144.57 円、平成 25 年４

月期△168.79 円、平成 26 年４月期△87.81 円と、いずれもマイナスに留まっております。調達した資

金を収益基盤強化のため新規出店費用と売上対策費用に厳選して投下し、 終損益の黒字転換を果た

すことにより、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産の改善を図ることが可能であると考えて

おります。 

さらに、当社普通株式の過去１年間（平成 25 年８月から平成 26 年７月まで）の１日当たりの平均出

来高は 2,270,780 株であり、直近６ヶ月間（平成 26 年２月から平成 26 年７月まで）の同出来高にお

いても 3,463,921 株となっており、一定の流動性を有しております。一方、本新株予約権が全て行使

された場合の発行株式数は 10,000,000 株です。したがって、直近６ヶ月間の平均出来高から勘案する

と、割当予定先が全ての本新株予約権を行使して取得する当社普通株式を、当社が企図する平成 27 年

４月期末の債務超過回避を前提に、本新株予約権の割当日である平成 26 年８月 25 日の翌日から、当

社の本年度の決算日となる平成 27 年４月 30 日までの期間に売却したと仮定した場合の１日あたりの

数量は約 60,606 株となり、上記１日当たりの出来高の 1.7％程度となるため、株価に与える影響は限

定的かつ、消化可能なものと考えております。なお、今回のファイナンスと実質的に同じスキームで

ある、第６回新株予約権の行使により発行された当社普通株式について、割当先から平成 26 年１月 20

日に提出を受けた変更報告書に記載された、平成 25 年 11 月 18 日から平成 26 年１月 15 日の期間にお

ける当社株式の処分の状況を集計したところ、割当先が第６回新株予約権の行使により取得した当社

株式の売却日と前取引日の終値の差額の平均はマイナス 0.3 円であり、売却日の出来高に対する売却

株数の割合は平均 11.6％となっております。また、第６回新株予約権の割当日であった平成 25 年 11

月 11 日の当社株価の終値 82 円と、当社が取得条項の行使により残存する第６回新株予約権を取得し

た平成 26 年２月 14 日の終値 54 円を比較すると 28 円ほど下落しておりますが、日々の株価の推移を

見ると、平成 25 年 12 月 13 日の当社業績予想の下方修正の発表や、平成 26 年２月３日から４日に掛

けての日経平均株価の大幅な下落の直後に、当社の株価が大きな下げを記録しております。特に、当

社が業績予想を発表した直後の取引日である平成 25 年 12 月 16 日は、終値が前取引日よりマイナス 13

円と大きく下落しましたが、当日の出来高 4,260,747 株に対し、割当先の当社株式の売却株数は 26,100

株と、0.6％程度の低い水準に留まっており、当社業績予想発表前の平成 25 年 12 月 13 日の当社株価

の終値が日経平均株価に連動する形で 88 円まで上昇していたこと等に鑑みても、第６回新株予約権の

行使自体による株価への影響は限定的であると考えております。また、当社役員と割当予定先の代理

人であるマッコーリーキャピタル証券会社の担当者との協議において、割当予定先が本新株予約権の

行使により取得する当社普通株式について、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、

当社普通株式の流動性等を加味し、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを確

認しております。 

加えて、上記「２．募集の目的及び理由【本新株予約権の発行の目的及び理由】（２）本新株予約権

発行の必要性」に記載のとおり、本新株予約権の発行は、平成 26年４月期債務超過解消を主たる目的

として実行した各種増資施策を踏まえ、本計画達成のために加えて平成 27 年４月期末に見込まれる債

務超過解消を目的として、十分に検討した資金調達方法として実施されるものであり、本新株予約権

の発行による既存株主に対するメリットは大きいと考えており、本新株予約権の発行による当社普通

株式の希薄化の影響は、既存株主に対して限定的であります。 
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以上の理由により、当社といたしましては、本新株予約権の発行は、企業価値、株主価値の向上に寄

与するものと見込まれ、既存株主の利益にも資するものであり、また、市場に過度の影響を与えるも

のではないと判断しており、今回の発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると考えております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名称 マッコーリー・バンク・リミテッド（Macquarie Bank Limited） 

（２） 所在地 No.1 Martin Place, Sydney NSW 2000 Australia 

（３） 
代表者の役職・氏名 

会長 H.K.マッキャン(H.K. McCann)  

CEO G.C.ワード(G.C.Ward)  

（４） 事業内容 商業銀行  

（５） 
資本金 

A$ 8,157 million（776,464 百万円）  

(平成 26 年 3月 31 日現在）  

（６） 設立年月日 1985 年 2 月 28 日  

（７） 発行済株式数 普通株式 501,561,948 株  

（８） 決算期 3 月 31 日  

（９） 従業員数 13,913 人 (マッコーリー・グループ）(平成 26 年 3月 31 日現在） 

（10） 主要取引先 個人及び法人  

（11） 主要取引銀行 ―  

（12） 大株主及び持株比

率 
Macquarie B.H. Pty Ltd, 100%  

（13） 当事会社間の関係  

 

 

 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との

間には、特筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との

間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 

 

 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との

間には、特筆すべき取引関係はありません。 

 

 

 

関連当事者への 

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社

の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

（14） 近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 
平成 24 年(2012 年)

３月末 

平成 25 年(2013 年) 

３月末 

平成 26 年(2014 年)

３月末 

 連結純資産 804,074 百万円 849,950 百万円 903,450 百万円

 連結総資産 11,809,937 百万円 12,751,700 百万円 13,308,334 百万円

 １株当たり連結純資産(円) 1,603.14 1,694.61 1,801.27

 連結純収益 408,587 百万円 451,312 百万円 521,828 百万円

 連結営業利益 76,583 百万円 100,935 百万円 132,692 百万円

 連結当期純利益 55,507 百万円 66,113 百万円 73,623 百万円

 
１株当たり連結当期純利益

(円) 
110.67 131.81 146.79

 １ 株 当 た り 配当金(円) 218.22 246.81 77.76

（注）上記表の各円換算額については各決算日のＡ$レートの仲値で換算し記載しております。 

※ 東証の取引参加者であるマッコーリーキャピタル証券会社から紹介を受けた割当予定先は、マッ

コーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドの 100％子会社であり、マッコーリー・ビー

エイチ・ピーティーワイ・リミテッドは、オーストラリア証券取引所(ＡＳＸ)に上場し、オースト

ラリア銀行規制機関であるオーストラリア健全性規制庁 APRA(Australian Prudential Regulation 
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Authority)の監督及び規制を受けておりますマッコーリー・グループ・リミテッドの 100％子会社

であります。また、マッコーリー・グループは、金融行動監視機構の規制を受ける英国の銀行であ

るマッコーリー・バンク・インターナショナルも傘下においております。そして、マッコーリー・

グループの事業は、世界中にあるその他規制機関による規制を受けております。以上のような、割

当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制のもとにある事実について、当社は担当者との

面談によるヒアリング及び APRA ホームページ、割当予定先のアニュアルレポート等で確認してお

ります。また、割当予定先、当該割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一

切関係がないことを、割当予定先より書面にて受理しております。以上から、割当予定先並びにそ

の役員及び主要株主が反社会的勢力とは関係がないものと判断しており、その旨の確認書を東証に

提出しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、当社が平成 25 年 11 月に発行した行使価額

修正条項付き第６回新株予約権（60,354 個）を引受ており、内、当社が平成 26 年２月 14 日付にて取

得し、本件を実行するにあたり消却することを予定している 24,400 個を除いた、35,954 個の新株予約

権の行使を実行しております。また、当社は本年２月に発行したライツ・オファリングによる資金調

達の実行後、割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドへ以前より当社に対する金融サー

ビスの提案営業を行ってきたマッコーリーキャピタル証券会社の担当者を通じて、当社に資金調達及

び資本増強手段として、本件について提案してまいりました。 

なお、割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッド（Level2, No.1, Martin Place, Sydney 

NSW2000, Australia 会長 H.K.マッキャン(H.K. McCann) ）とマッコーリーキャピタル証券会社（東

京都千代田区紀尾井町４番１号ニューオータニガーデンコート 日本における代表者 ピーター・イ

ードン・クラーク(Peter Eadon-Clarke)）との関係は、互いに直接の資本関係はないものの、両社と

もマッコーリー・グループ・リミテッド（オーストラリア証券取引所（ＡＳＸ）に上場）の完全子会

社であり、本件において、マッコーリーキャピタル証券会社はマッコーリー・バンク・リミテッドの

代理人となっております。当社はマッコーリー・バンク・リミテッド及びマッコーリーキャピタル証

券会社の担当者との面談を通じて、当社の資金需要等の説明を行い、協議を重ねた結果、世界各地に

拠点を構えグローバルに業務を展開しており、平成 22 年８月から平成 26 年７月までの期間において

日本国内の上場会社15社に対して投資実績のある割当予定先の投資意欲と当社の資金需要が合致した

ことから、当社の事業戦略、資金需要の必要性及び時期等をご理解いただいたうえで、今回の資金調

達への支援につき割当予定先との間で交渉を行うこととなりました。資金調達に関しては、他の第三

者割当増資による新株式の発行につきましても、主要取引先を中心に検討を行いましたが、引受の了

承を得られる先を見出すことは困難であると判断し、割当予定先及びそのグループ会社であるマッコ

ーリーキャピタル証券会社の担当者と協議を進め検討した結果、割当予定先の株式を 100％所有するマ

ッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドの 100%親会社であるマッコーリー・グループ・

リミテッドは、同社のホームページによると、1969 年の創業以来 40 年以上にわたり、銀行業務、資金

調達、Ｍ＆Ａアドバイザリー、投資業務、資産運用などの各種金融サービスを世界 28 カ国で展開し、

世界で上位 50 社に数えられる資産運用機関として 13,600 名を超える社員を有するマッコーリー・グ

ループの持株会社としてオーストラリア証券取引所（ＡＳＸ）に上場しており、オーストラリアの大

手金融機関であり社会的な信頼が大きいこと、また割当予定先が日本において既に多くの投資実績（平

成 22 年８月から平成 26 年７月までの期間における、日本国内の上場会社 15 社に対する投資実績）を

残しており、当社においても、平成 25 年 11 月に第６回新株予約権の引受けを頂いたという実績があ

る等、本件に関する豊富なノウハウを持ち合わせていることから、マッコーリー・バンク・リミテッ

ドを割当予定先として決定するに至りました。 

なお、本件第三者割当は、日本証券業協会会員であるマッコーリーキャピタル証券会社のあっせんを

受けて行われたものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の

適用を受けて募集が行われるものです。 

 

（３）割当予定先の保有方針及び行使制限措置 

本新株予約権について、当社と割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間で、継続

保有及び預託に関する取り決めはありません。また、本契約において、割当予定先は、当社の取締役

会による承認がない限り、本契約に基づく権利・義務、本契約上の地位及び本新株予約権を第三者に
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譲渡しない旨が定められます。 

なお、当社役員と割当予定先の代理人であるマッコーリーキャピタル証券会社の担当者との協議に

おいて、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について、適宜判断の上、比

較的短期間で売却を目標とするものの、当社普通株式の流動性等を加味し、運用に際しては市場への

影響を常に留意する方針であることを確認しております。 

また、当社と割当予定先は、東証の定める有価証券上場規程第 434 条第１項及び同施行規則第 436 条

第１項から第５項まで、及び日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第

13 条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取

得する株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の 10％を超える部分に係る転換又は

行使を制限する旨を本契約にて規定しています。具体的には、①割当予定先が制限超過行使を行わな

いこと、②割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行

使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当予定先が本新株予約権を転売する

場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内

容を約させること、④割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ

当該第三者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割

当予定先による制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当予定先からの転売先となる者（転売

先となる者から転売を受ける第三者を含む。）との間で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の

制限と同様の合意を行うこと等の内容について、本契約により合意します。 

  

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドに対し、割当予定先の概要に記載の 近

３年間の経営成績及び財政状態について平成23年(2011年)度から平成25年(2013年)度のアニュアル

レポート(豪州の平成 13 年(2001 年)会社法(英名：Corporations Act 2001)に基づく資料であり、平成

26 年３月 31 日現在の現金および現金同等物は A$10,657million(円換算額：1,014,439 百万円) 、参照

為替レート：95.19 円(平成 26 年３月 31 日時点))を確認しており、払込みおよび本新株予約権の行使

に要する財産の存在について確実なものと判断しております。 

 

（５）株式貸借に関する契約 

本新株予約権の割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、本新株予約権を行使する

ことにより取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内でヘッジ目的で当社普通株式の空売りを

行うために、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]より当社普通株式について借株を行う可能性があり

ます。 

割当予定先は、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売

付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。 

 

（６）その他重要な契約等 

当社が割当予定先との間で締結する本契約を除き、今回当社が発行する本新株予約権に関し、割当予

定先との間において締結した重要な契約はありません。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 26 年 4月 30 日現在） 

眼鏡・補聴器革新株式会社 42.05％

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 13.02％

AP CAYMAN PARTNERA  II,L,P 9.08％

JAPAN IRELAND INVESTMENT PARTNERS 7.90％

フォーティーツー投資組合 0.87％

目黒澄夫 0.63％

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.51％

MSIP CLIENT SECURITIES 0.38％

日本証券金融株式会社 0.36％

有限会社東関東サービスセンター 0.31％
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（注）１．上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。 

２．募集前の大株主及び持株比率は、平成 26 年 4月 30 日時点の株主名簿を基準としております。 

３．当社役員と割当予定先の代理人であるマッコーリーキャピタル証券会社の担当者との協議におい

て、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社株式について、適宜判断の上、比較的短

期間で売却を目標とするものの、当社株式の流動性等を加味し、運用に際しては市場への影響を常

に留意する方針であることを確認しており、割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社

株式の長期保有が見込まれないことから、本新株予約権にかかる潜在株式を反映した「募集後の大

株主及び持株比率」は表示しておりません。 

 

（ご参考）平成 26 年４月 30 日現在の発行済株式数と議決権の状況 

種類 発行済株式数 議決権数 

普通株式 55,562,425 554,371

Ａ種優先株式 800 -

Ｂ種優先株式 1 -

Ｃ種優先株式（※） (320) -

Ａ種劣後株式 30,318,181 303,179

Ｂ種劣後株式 69,498,039 694,978

計 155,379,766 1,552,528

（※）Ｃ種優先株式につきましては、払込期日が平成 26 年５月６日であり平成 26 年４月 30 日現在

では発行されておりませんが、平成 26 年４月 30 日決算基準日において、平成 26 年４月 25 日に受領

した払込金額の総額が、新株式申込証拠金として純資産に計上されていることから、潜在的な株式数

として()書きにて記載しております。 

 

（ご参考）種類別優先株式の状況（平成26年４月30日現在） 

(1) 普通株式 

株主名 所有株数 持株比率 議決権個数 

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 

5,685,230 10.23％ 56,852 

AP CAYMAN PARTNERA  II,L,P 3,967,382 7.14％ 39,673 

JAPAN IRELAND INVESTMENT 

PARTNERS 

3,447,962 6.21％ 34,479 

目黒澄夫 982,800 1.77％ 9,828 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 791,600 1.42％ 7,916 

MSIP CLIENT SECURITIES 590,700 1.06％ 5,907 

日本証券金融株式会社 564,700 1.02％ 5,647 

有限会社東関東サービスセンタ

ー 

484,100 0.87％ 4,841 

カブドットコム証券株式会社 415,000 0.75％ 4,150 

田中由子 400,134 0.72％ 4,001 

田中邦興 400,026 0.72％ 4,000 

大山一男 400,000 0.72％ 4,000 

大鳥勝弘 400,000 0.72％ 4,000 

フォーティーツー投資組合 379,258 0.68％ 3,792 

従業員持株会 343,746 0.62％ 3,437 

その他 36,309,787 65.35％ 361,848 

計 55,562,425 100.00％ 554,371 
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(2) Ａ種優先株式 

株主名 所有株数 持株比率 議決権個数 

有限会社 ビック商事 700 87.50％ - 

ＨＯＬＴジャパン株式会社 100 12.50％ - 

計 800 100.00％ - 

 

(3) Ｂ種優先株式 

株主名 所有株数 持株比率 議決権個数 

ＨＯＬＴジャパン株式会社 1 100.00％ - 

計 1 100.00％ - 

 

(4) Ｃ種優先株式 

株主名 所有株数 持株比率 議決権個数 

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 

(135) (42.19％) - 

AP CAYMAN PARTNERA  II,L,P (94) (29.37％) - 

JAPAN IRELAND INVESTMENT 

PARTNERS 

(82) (25.63％) - 

フォーティーツー投資組合 (9) (2.81％) - 

計 (320) (100.00％) - 

（※）Ｃ種優先株式につきましては、払込期日が平成26年５月６日であり平成26年４月30日現在では

発行されておりませんが、平成26年４月30日決算基準日において、平成26年４月25日に受領した払込

金額の総額が、新株式申込証拠金として純資産に計上されていることから、潜在的な株式数として()

書きにて記載しております。 

 

(5) Ａ種劣後株式 

株主名 所有株数 持株比率 議決権個数 

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 

12,787,262 42.18％ 127,872 

AP CAYMAN PARTNERA  II,L,P 8,923,180 29.43％ 89,231 

JAPAN IRELAND INVESTMENT 

PARTNERS 

7,754,986 25.58％ 77,549 

フォーティーツー投資組合 852,753 2.81％ 8,527 

計 30,318,181 100.00％ 303,179 

 

(6) Ｂ種劣後株式 

株主名 所有株数 持株比率 議決権個数 

眼鏡・補聴器革新株式会社 65,335,539 94.01％ 653,355 

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 

1,755,612 2.53％ 17,556 

AP CAYMAN PARTNERA  II,L,P 1,225,098 1.76％ 12,250 

JAPAN IRELAND INVESTMENT 

PARTNERS 

1,064,712 1.53％ 10,647 

フォーティーツー投資組合 117,078 0.17％ 1,170 

計 69,498,039 100.00％ 694,978 

 

８．今後の見通し 

現在のところ、平成 26 年６月 13 日に発表いたしました平成 27 年４月期の通期業績予想に変更はあ

りません。 

また、本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が

生じた場合は、直ちに開示いたします。 
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（企業行動規範上の手続き） 

○ 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権の発行は、平成 26 年４月 24 日に実施した第三者割当によるＢ種劣後株式の発行（デ

ット・エクイティ・スワップ）から６ヶ月以内に実施されるものであり、本新株予約権についての潜

在議決権数 100,000 個と、デット・エクイティ・スワップにより発行されたＢ種劣後株式の議決権数

653,355 個を合わせると、平成 26 年４月 30 日時点の議決権総数 899,173 個（前記デット・エクイティ・

スワップの議決権数を除く）に対する希薄化率が 83.8％となり、25％以上の希薄化が生じるため、東

京証券取引所有価証券上場規程第 432 条に定める「経営者から一定程度独立した者による当該割当て

の必要性及び相当性に関する意見の入手」または「当該割当てに係る株主総会の決議などの株主の意

思確認」のいずれかの手続きが必要となります。但し、平成 26 年４月 24 日に実施したデット・エク

イティ・スワップは、平成 26 年４月 23 日開催の当社臨時株主総会において第２号議案「第三者割当

によるＢ種劣後株式発行の件」として付議され、出席株主（総議決権個数 419,328 個）の賛成多数（賛

成個数 418,114 個、賛成割合 99.7％）により可決承認されており、前述した全体の希薄化率 83.8％の

内訳は、Ｂ種劣後株式の発行（デット・エクイティ・スワップ）による議決権数の希薄化率が 72.7％

であり、本新株予約権の発行自体による潜在議決権数の希薄化率は 11.1％と、25％を下回ります。ま

た、当社は平成 26 年７月 24 日に定時株主総会を開催しておりますが、当社取締役会は、平成 27 年４

月期の第１四半期である平成26年５月から７月までの売上実績を踏まえた上で本新株予約権の発行の

当否を 終決定したことから、かかる定時株主総会の時点では今回のファイナンスは未だ検討の段階

にあり、株主への意思確認を行う状況にはありませんでした。かかる状況を踏まえ、当社取締役会は、

今回の議決権数の希薄化に関する手続きの必要性について検討した結果、デット・エクイティ・スワ

ップについては既に臨時株主総会にて株主の意思確認を行っていること、本新株予約権の発行自体に

よる希薄化率は限定的であること、さらには、平成 27 年４月期末における債務超過見込みの解消及び

新規出店費用等の資金確保を踏まえると早期の本新株予約権の発行が必要であることから、本新株予

約権の発行に際しては株主の意思確認手続きを行うまでの必要性はないものと判断し、経営から独立

した第三者である社外取締役 1 名と社外監査役２名に、本新株予約権の発行による第三者割当の必要

性と相当性に関する客観的な意見を求めました。 

上記の社外取締役 1名と社外監査役２名は、本新株予約権の発行に関する事項（発行目的及び理由、

発行条件、調達資金の額、割当予定先の選定理由、今回の資金調達手段の選定理由、資金使途と支出

予定時期、本新株予約権行使後の株主構成及び持株比率、既存株主への影響、業績見通しへの影響等）

及びその他必要と思われる事項について、平成 26 年７月 22 日及び平成 26年 8 月 5日に、当社代表取

締役社長より詳細な説明及び資料（第三者割当の買取契約書ドラフト、有価証券届出書ドラフト、適

時開示資料ドラフト等を含みます）の提供を受け、これら説明及び資料を検討し、分析しております。

また、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングが算定した評価書を精査いたし

ました。 

これらに基づく検討の結果、当社は東京証券取引所有価証券上場規程第 432 条に基づき、当社社外

取締役１名及び当社社外監査役２名全員より、平成 26 年８月８日付にて意見書を受領しております。

当該意見書にて、当社社外取締役１名及び当社社外監査役２名全員は、以下の意見を述べております。 

①資金調達を行う必要性及び相当性等について 

本新株予約権の発行による第三者割当（以下「本第三者割当」という。）による資金調達の必要性及

び資金使途の必要性並びに相当性については、平成 27 年４月期末に見込まれる債務超過を解消するこ

とにより、財務基盤を改善させることが、既存株主の利害保護の観点から必要であると判断されます。

加えて、事業の収益体質の確立を目指すため、事業再生の基盤となる「中期経営計画」を実行し達成

するのに必要な新規出店費用（資金）を確保することが、同計画を遂行する前提であり、本新株予約

権の発行による調達資金は、当社が事業を拡大する上で必要な投資に充てられること等、当社の中長

期的な企業価値の向上に資するものであると考えられることから、本第三者割当による資金調達の必

要性は認められます。また、資金使途及び調達金額においても、前事業年度からの継続した各種資本

増強施策の一環であり、「中期経営計画」に沿った資金計画によるものであること、かつ見込まれる債

務超過を解消できうる額であることから、その具体性及び合理性が認められ、ゆえにその必要性及び

相当性は認められます。 

②資金調達方法の相当性について 

 第三者割当による新株予約権の発行を選択した理由については、平成 26 年４月期末に債務超過を

解消した直後であること、かつ継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況にあり、
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未だ事業再生の過程にあることから、間接金融ではなく直接金融を選択することに、合理性は認めら

れます。 

また、公募増資、株主割当等の方法は、前述状況にあることに加えて、平成 26年４月期末の債務超

過解消に向けて、大規模な各種資本増強施策をおこなったことから、当社の現況には合致しないと判

断され、この選択は合理的であると認められます。 

さらに、新株予約権につきましては、希薄化が急激に生じないことや、株価への影響を 小限に抑

えることができるなど、既存株主にとってのメリットが認められ、資金調達の不確実性は残るものの、

他の方法との比較においてもその相当性は認められます。 

③発行条件の相当性について 

本新株予約権の行使価額の修正のあり方は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する

指針」の趣旨に照らして一定の合理性を有すると考えられること、行使価額が固定されている新株予

約権に比べ行使が平準化され実行されやすく、行使価額の下限を当社株価が上回っている場合におい

て、本新株予約権の権利行使が促進され当社が必要とする資金調達が可能であること、新株式の発行

と比べて、権利行使に応じて新株式が発行されることから、希薄化が鈍化されることに加えて、当社

の意思決定により本新株予約権を発行価額相当額で取得することが可能なため、当社に有利な資金調

達方法が見つかった場合には、本新株予約権の取得・消却が可能であることなど、当社にとってメリ

ットがあると考えられることから、発行条件の相当性はあると認められます。また、本新株予約権の

発行価額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが一定の前提を置いて、

新株予約権の発行条件に従い、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基

礎として、公正価値を算出しております。同算定において、前提とする事実関係における誤りはなく、

また、かかる前提に基づく算定内容も一般的な手法であり、いずれに関しても、特段の不合理な点は

見受けられないため、当該算定結果を基礎とする発行価額における相当性はあると認められます。 

④割当予定先の選定理由の相当性について 

 割当予定先は、オーストラリア証券取引所（ＡＳＸ）に上場するマッコーリー・グループ・リミ

テッドの完全子会社であり、世界各地に拠点を構えグローバルに業務を展開するとともに、平成 22 年

８月から平成 26 年７月までの期間において日本国内の上場会社 15 社に対する投資実績を有するとと

もに、平成 25 年 11 月に当社が発行した第６回新株予約権を引受けた実績等、社会的な信頼及び実績

からも、投資先企業の企業価値向上のためのノウハウを有しております。 

 加えて、割当予定先は世界で上位 50 位に数えられる資産運用機関として、オーストラリアの大手

金融機関であり、同社のアニュアルレポートから、経営成績及び財政状態において、経営の健全性を

確認しているという事実を踏まえれば、割当予定先の本新株予約権の発行価額総額の払込み及び行使

に要する金額を有していると判断したことに、特段不合理な点は見当たらず、財産の存在から割当予

定先の資金手当の確実性においても不確実はないと判断できます。 

 割当予定先における当社に対する本新株予約権及び本新株予約権を行使して取得した当社普通株

式についての保有方針は、比較的短期間での売却を目標としており、経営参加若しくは企業支配の意

思はないことに加えて、当社普通株式の流動性を加味して、運用に際しては市場への影響を常に留意

する方針であることを確認しております。また、前述のとおり払込資金に関する問題もないことから、

同保有方針及び投資方針は合理的であり、割当予定先の選定理由には相当性が認められます。 

⑤既存株主の株主持分及び議決権比率の希釈化の相当性について 

当社を取り巻く経営環境、当社の財務状況及び平成 26 年４月期決算状況並びに「中期経営計画」に

基づく平成 27 年４月期末に見込まれる債務超過といった事情を、総合的に勘案すると、本新株予約権

の発行による既存株主の株主持分及び議決権比率の希釈化は、既存株主の保有している株式の経済価

値を必ずしも毀損するものではなく、合理性を有しており相当性が認められます。 

⑥その他重要事項について 

本意見は、当社作成の資金及び事業計画、本第三者割当の買取契約書ドラフト、有価証券届出書ド

ラフト、適時開示資料ドラフト及び付随する資料の提供を受け、本新株予約権の発行に関する事項（発

行目的及び理由、発行条件、調達資金の額、割当予定先の選定理由、今回の資金調達手段の選定理由、

資金使途と支出予定時期、本新株予約権行使後の株主構成及び持株比率、既存株主への影響、業績見

通しへの影響等）及びその他必要と思われる事項に関する当社からの説明に基づき作成しております。

また、本意見に際し、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングが算定した評価

書を精査いたしました。なお、本意見に際し、私どもにおいて、独自に直接調査を行なったものでは

なく、提供を受けた資料及び説明が、真実かつ正確であることを前提としております。また、同様に
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割当予定先その他の関係者に対する面談等はしておらず、当社からの説明が、真実かつ正確であるこ

とを前提に基づいております。 

本新株予約権に伴う資金及び事業計画については、当社代表取締役からの面談を通じて説明を受け

ており、当社取締役会とし承諾された正規の内容であることを確認しております。 

 

以上の経緯を経て、当社取締役会は、独立第三者である当社社外取締役１名及び当社社外監査役２

名より提出された意見を踏まえ、審議を行い、本新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。 

 

９． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 近３年間の業績 

 平成 24 年４月期 平成 25 年４月期 平成 26 年４月期 

売上高 19,174 百万円 15,969 百万円 14,911 百万円

営業損失 △1,289 百万円 △1,607 百万円 △2,124 百万円

経常損失 △1,480 百万円 △1,654 百万円 △2,450 百万円

当期純損失 △1,978 百万円 △2,292 百万円 △2,627 百万円

１株当たり当期純損失 △144.57 円 △168.79 円 △87.81 円

１株当たり配当金 0.00 円 0.00 円 0.00 円

１株当たり純資産 12.57 円 △232.54 円 △32.30 円

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 26 年４月 30 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率

発行済株式数（普通株式数） 55,562,425 株 100.00%

現時点における潜在株式数 141,419,225 株 254.52%

現時点における自己株式数 103,199 株 0.19%

本新株予約権に係る潜在株式数 10,000,000 株 18.0%

(注)現時点における潜在株式数は、当社普通株式に転換可能な種類株の発行済株式数に、それぞれの

取得比率を乗じて得られた概算株式数の総計を記載しております。平成 26 年４月 30 日現在の当社普

通株式に転換可能な種類株式の発行済株式数と取得比率は、Ａ種劣後株式 30,318,181 株（取得比率

2.201）、Ｂ種劣後株式 69,498,039 株（取得比率 1.066）、Ｂ種優先株式 1株（取得比率 604,000）とな

っております。 

 

（３） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

 平成 24 年４月期 平成 25 年４月期 平成 26 年４月期 

始  値 180 円 124 円 108 円

高  値 207 円 287 円 156 円

安  値 92 円 90 円 28 円

終  値 125 円 138 円 33 円

 

② 近６か月間の状況 

 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

始  値 34 円 30 円 32 円 31 円 30 円 69 円

高  値 42 円 41 円 33 円 33 円 117 円 96 円

安  値 28 円 29 円 28 円 29 円 30 円 63 円

終  値 30 円 33 円 31 円 30 円 72 円 68 円

（注）当社は、平成 26 年２月 21 日を割当基準日とするライツ・オファリングによる新株予約権の発

行を実施しております。上記表中の株価は、当該ライツ・オファリングによる権利落考慮前の株価を

記載しております。また、８月は７日の取引終了時点までの実績を記載しております。 
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③ 発行決議日前営業日株価 

 平成 26 年８月７日 

始  値 75 円

高  値 79 円

安  値 66 円

終  値 68 円

 

（４） 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 

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 店舗改装費 平成 24 年５月～平成 25 年４月 
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支出予定時期 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 

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 

当初の行使価額（64 円）における潜在株式数：Ｂ種劣後株式 4,389,030 株 

行使価額下限値（64 円）における潜在株式数：Ｂ種劣後株式 4,389,030 株 

行使価額上限値はありませんが、行使価額が当初及び下限の 64 円を上回った

場合、潜在株式数は 4,389,030 株以下に調整されます。 

現時点における転換

状況 

（行使状況） 

行使済株式数：Ｂ種劣後株式 3,619,417 株 

現時点における潜在

株式数 

0 個 

※平成 26 年４月 21 日付にて全ての転換（行使）が完了しております。 

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
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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 

当初の行使価額（64 円）における潜在株式数：Ｂ種劣後株式 3,062,745 株 

行使価額下限値（64 円）における潜在株式数：Ｂ種劣後株式 3,062,745 株 

行使価額上限値はありませんが、行使価額が当初及び下限の 64 円を上回った

場合、潜在株式数は 3,062,745 株以下に調整されます。 

現時点における転換

状況 

（行使状況） 

行使済株式数：Ｂ種劣後株式 2,525,695 株 

現時点における潜在

株式数 

0 個 

※平成 26 年４月 21 日付にて全ての転換（行使）が完了しております。 

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 
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割当先 Japan Ireland Investment Partners 2,661,780 個 

当該募集による潜在

株式数 

当初の行使価額（64 円）における潜在株式数：Ｂ種劣後株式 2,661,780 株 

行使価額下限値（64 円）における潜在株式数：Ｂ種劣後株式 2,661,780 株 

行使価額上限値はありませんが、行使価額が当初及び下限の 64 円を上回った

場合、潜在株式数は 2,661,780 株以下に調整されます。 

現時点における転換

状況 

（行使状況） 

行使済株式数：Ｂ種劣後株式 2,195,039 株 

現時点における潜在

株式数 

0 個 

※平成 26 年４月 21 日付にて全ての転換（行使）が完了しております。 

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 

当初の行使価額（64 円）における潜在株式数：Ｂ種劣後株式 292,695 株 

行使価額下限値（64 円）における潜在株式数：Ｂ種劣後株式 292,695 株 

行使価額上限値はありませんが、行使価額が当初及び下限の 64 円を上回った

場合、潜在株式数は 292,695 株以下に調整されます。 

現時点における転換

状況 

（行使状況） 

行使済株式数：Ｂ種劣後株式 241,371 株 

現時点における潜在

株式数 

0 個 

※平成 26 年４月 21 日付にて全ての転換（行使）が完了しております。 

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
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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 25 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回新株予約権の発行 

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 

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 

当初の行使価額（75 円）における潜在株式数：普通株式 18,106,883 株 

ライツ・オファリングの手法により、当初の行使価額に変更は生じません。 

現時点における行使

状況 

（行使状況） 

行使済株式数：普通株式 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 

売上対策資金 

既存店舗のリニューアル資金 
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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 
上記資金使途に全額を充当済み 

 

⑨第６回新株予約権の発行 

発行期日 平成 25 年 11 月 11 日 

調達資金の額 
新株予約権発行による調達額 3,595,400 円  

新株予約権行使による調達額 250,919,000 円  

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） 

現時点における行使

状況 

（行使状況） 

行使済株式数：普通株式 3,595,400 株 

＊残新株予約権 24,400 個（2,440,000 株）につきましては、平成 26 年２月 17

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）の取得完了に関

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 日付にて取

得が完了しております。 

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 

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に 224,000,000 円を充当済み 

売上対策資金に 30,514,400 円を充当済み 

平成 26 年２月 12 日付開示資料「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」にて、リニューアル資金、売上

対策資金とも支出予定時期を平成 25年 11 月～平成 27 年４月に変更 

 

⑩第７回新株予約権の発行 

発行期日 平成 26 年２月 24 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 650,569,860 円 

募集時における 

発行済株式数 

普通株式 33,876,763 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 55,562,425 株 

Ａ種優先株式 800 株 
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Ｂ種優先株式１株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

割当先 平成 26 年２月 21 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 

当初の行使価額（60 円）における潜在株式数：普通株式 67,547,288 株 

ライツ・オファリングの手法により、当初の行使価額に変更は生じません。 

現時点における行使

状況 

（行使状況） 

行使済株式数：普通株式 21,685,662 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 

新規出店費用 

M&A 等によるチェーン拡大費用 

売上対策費用 

発行時における 

支出予定時期 

新規出店費用 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 平成 26 年５月～平成 28 年４月 

売上対策費用 平成 26 年５月～平成 27 年４月 

現時点における 

充当状況 

売上対策費用に全額を充当中 

本開示資料の３頁乃至４頁及び８頁乃至９頁に記載の通り、M&A 等によるチェ

ーン拡大費用 350,000,000 円の資金使途を売上対策費用に変更し、支出予定時

期を平成 26 年５月～平成 28 年４月に延長 

 

⑪第三者割当増資によるＢ種劣後株式の発行 

発行期日 平成 26 年４月 24 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 33,876,763 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 
Ｂ種劣後株式 65,335,539 株 

募集後における 

発行済株式総数 

普通株式 55,562,425 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 69,498,039 株 

割当先 眼鏡・補聴器革新株式会社 

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 

 

⑫第三者割当増資によるＣ種優先株式の発行 

発行期日 平成 26 年４月 24 日 

調達資金の額 800,000,000 円 
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募集時における 

発行済株式数 

普通株式 55,562,425 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 69,498,039 株 

当該募集による 

発行株式数 
Ｃ種優先株式 320 株 

募集後における 

発行済株式総数 

普通株式 55,562,425 株 

Ａ種優先株式 800 株 

Ｂ種優先株式１株 

Ｃ種優先株式 320 株 

Ａ種劣後株式 30,318,181 株 

Ｂ種劣後株式 69,498,039 株 

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 135 株 

AP Cayman Partners Ⅱ, L.P. 94 株 

Japan Ireland Investment Partners 82 株 

フォーティーツー投資組合 9 株 

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 
新規出店費用 

発行時における支出

予定時期 
平成 26 年５月～平成 28 年４月 

現時点における充当

状況 
新規出店費用に一部充当済み 

 

10．発行要項 

 

 別紙のとおり。 
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別紙 

株式会社メガネスーパー第８回新株予約権（第三者割当） 

発行要項 

 

1． 本新株予約権の名称 

株式会社メガネスーパー第８回新株予約権（第三者割当）（以下「本新株予約権」という｡） 

 

2． 申込期間 

平成26年８月25日 

 

3．割当日 

平成26年８月25日 

 

4．払込期日 

平成26年８月25日 

 

5．募集の方法 

第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り

当てる。 

 

6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式10,000,000株（本新株予約権

１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は100株とする｡）。但し、下記

第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式

の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。 

(2) 当社が第11項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合には、割当株式数

は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、

かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第11項に定める調整前行使価額及

び調整後行使価額とする。 

 

               

              ＝ 

 

 

(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第11項第(2)号及び第(5)号による行使

価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本

新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式

数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第11項第(2)号⑤に定める

場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降

速やかにこれを行う。 

 

7．本新株予約権の総数 

100,000個 

 

8．各本新株予約権の払込金額 

新株予約権１個当たり金53円 

 

 

調整後割当株式数 
調整前割当株式数 調整前行使価額 ×

調整後行使価額 
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9．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に当該各本 

新株予約権の目的である株式の数を乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」 

という｡）は、当初68円とする。但し、行使価額は第11項に定めるところに従い調整される。 

 

10．行使価額の修正 

(1) 本第10項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の１円未満

小数第３位まで算出し、小数第３位を切り上げた金額に修正される。さらに、第16項第(1)号に

定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所

におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものと

みなす。 

本発行要項において、「行使日」とは、第16項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係

る通知を当社が受領した日をいう。 

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引

所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合には、当該

日は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、行使日の直前の取引日をいう。 

(2) 行使価額は36円（但し、第11項による調整を受ける。）（以下「下限行使価額」という。）を

下回らないものとする。36円を下回る場合、行使価額は36円（但し、第11項による調整を受け

る。）に修正されるものとする。 

 

11．行使価額の調整 

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

数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使

価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

 

 

 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社

の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の

取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその 終日とし、無償

割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取

得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交

調整後 
行使価額 

既発行株式数 
×

＋

＋
既発行 

株式数 

調整前 

行使価額 ＝

新発行・処分株式数 

１株当たりの時価 

新発行・処分 
株式数 

× １ 株当たりの 

払込金額 
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付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場

合調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当

初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日

（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用す

る。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以

降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主

総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、

当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者

に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。 

 

 

 

 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

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

とどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由

が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前

行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)

号⑤の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算

は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する

当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用す

る新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普

通株式数を含まないものとする｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新

株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする

とき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の

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

(6) 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調整後の

行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事

由、調整前の行使価額、調整後の行使価額（下限行使価額を含む。）並びにその適用開始日そ

の他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日

までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

× 

株式数 ＝ 

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

調整前 
行使価額 

調整後 
行使価額 

－
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12．本新株予約権を行使することができる期間 

平成26年８月25日から平成28年８月24日までとする。 

 

13．その他の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。 

 

14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期

日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、

当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり53円の価額で、本新株予約権者（当

社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をす

る場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本条項の他のいかなる規定に

もかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得

に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情

報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得につい

て開示をしない限り効力を有しないものとする。 

(2) 当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換若しく

は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合、東京証券取引所において当社の普通株式

が上場廃止とされる場合、又は東京証券取引所における当社の普通株式の取引が５取引日以上

の期間にわたって停止された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をした

うえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり53円の価額で、本新株予約

権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。本条項の他のいかなる規定に

もかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得

に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情

報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得につい

て開示をしない限り効力を有しないものとする。 

(3) 平成26年11月１日以降、いずれかの取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値が３取引日連続して33円（但し、第11項により行使価額が調整される場合には、

当該行使価額の調整に応じて調整されるものとする。）を下回った場合には、本新株予約権者

は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部

の取得を請求することができる。当社は、当該取得請求にかかる書面が到達した日の翌取引日

から起算して15取引日目の日において、本新株予約権１個あたり53円の価額で、当該取得請求

にかかる本新株予約権の全部を取得する。 

 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加

限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第

19項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社

及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の全額を、現金にて第20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座

に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求は、第19項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の

事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前

号に定める口座に入金された日に効力が発生する。 
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17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

 

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

本発行要項及び割当予定先との間で締結される買取契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な

価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流

動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社に付与された取得条項（コール・オプション）、割

当予定先の権利行使行動、割当予定先が有する取得請求権（プット・オプション）及び割当予定先

の株式保有動向等について、一定の前提を置いて第三者算定機関である株式会社プルータス・コン

サルティングが評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を金53円とした。さらに、本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第９項に記載のとおりとし、行使価額は当初、

平成26年８月７日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の100%相当額とした。 

 

19．行使請求受付場所 

株式会社メガネスーパー 財務グループ 

 

20．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 横浜駅前支店 

 

21．新株予約権行使による株式の交付 
当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の４銀行営業日後の日に振替株式の新規記

録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

 

22．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) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏ま

え、当社が現在獲得できる 善のものであると判断する。 

(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 
以 上 

 


