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平成29年４月５日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社  あ か つ き 本 社 

代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明 

（コード ８７３７ 東証第２部） 

問合せ先 取締役グループ財務部長 川中 雅浩 

（ TEL 03－ 6821－ 0606） 

 

株主に対する新株予約権（非上場）の無償割当に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株主に対する新株予約権（非上場）の

無償割当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。 

 

記 

 

１.新株予約権の無償割当の概要 

（１）無償割当の方法 

平成 29年５月 22日を基準日とし、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された

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、株式会社あかつき本社

第１回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を新株予約権無償割当（会社法第

277条）の方法により割り当てます。 

 

（２）本新株予約権の内容等 

① 本新株予約権の名称 株式会社あかつき本社第１回新株予約権 

② 本新株予約権の割当ての

基準日 
平成29年５月22日 

③ 本新株予約権の割当てが

効力を発生する日 
平成29年６月19日 

④ 本新株予約権の目的とな

る株式の種類及び株数 
本新株予約権１個当たり、当社普通株式0.5株 

⑤ 発行される本新株予約権

の総数 

15,775,143個 

※上記新株予約権の総数は、当社の平成29年４月５日現在の

自己株式を控除した発行済普通株式の総数 15,775,143株を

基準に算出した見込数です。なお、基準日である平成29年５

月22日までに発行済普通株式の総数（自己株式控除後）が変

動する可能性があります。 

⑥ 本新株予約権１個の行使

に際して出資される財産

本新株予約権１個当たり150.5円 

※本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は0.5株で
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の価額（行使価額） あるため、本新株予約権の行使により当社普通株式１株を取

得するためには、本新株予約権２個を行使し、行使代金とし

て合計301円をお支払いいただく必要があります。 

⑦ 本新株予約権１個の行使

に際して組み入れられる

資本額 

（ⅰ）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

の規定に従って算出された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る

場合は、その端数を切り上げた金額とします。 

（ⅱ）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（ⅰ）記載の資本金

等増加限度額から上記（ⅰ）記載の増加する資本金の

額を減じた額とします。 

⑧ 本新株予約権を行使する

ことができる期間 
平成29年６月19日から平成30年３月20日まで 

⑨ 本新株予約権の行使条件 （ⅰ）本新株予約権は、１個を分割して一部行使することは

できないものとします。 

（ⅱ）本新株予約権者が複数の本新株予約権を保有する場合、

本新株予約権者は本新株予約権を１個単位で行使する

ことができます。但し、本新株予約権１個当たりの目

的となる株式の数は0.5株であるため、本新株予約権

の行使により当社普通株式１株を取得するためには、

本新株予約権２個を行使いただく必要があります。（次

項「⑩新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たな

い端数の取り決め」を併せてご参照ください。） 

⑩ 新株予約権を行使した際

に生ずる１株に満たない

端数の取り決め 

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数

に１株に満たない端数が生じたときは、その端数を切り捨て

るものとします。なお、本新株予約権の行使は１個から可能

ですが、２の倍数とならない個数の権利行使をされた場合、

１株に満たない端数株式が生じることとなり、その端数株式

は切り捨てられ、お支払頂いた行使代金の一部を事実上放棄

することになりますので、ご注意ください。 

⑪ 自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件 

当社は、以下の各号につき当社の株主総会（株主総会が不要

となる場合には、当社取締役会）で承認された場合、会社法

第273条第２項の規定に従って通知又は公告した上で、その

時点において残存する新株予約権の全部を無償で取得するこ

とができます。 

（ⅰ） 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

（ⅱ） 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議
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案 

（ⅲ） 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計

画承認の議案 

（ⅳ） 当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による

当該株式の取得について、当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（ⅴ） 新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲

渡による当該種類の株式の取得について、当社の承認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主

総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑫ 新株予約権の行使請求の

方法 

(ⅰ) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当

社の定める行使請求書（以下「行使請求書」という。）

に、行使請求しようとする本新株予約権の内容及び数

を表示し、必要事項を記載してこれに記名捺印したう

え、上記⑧に定める新株予約権の行使期間中に下記

（ⅳ）に定める行使請求受付場所に提出しなければな

りません。 

（ⅱ）本新株予約権を行使しようとする本新株予約権の新株

予約権者は、行使請求書の提出に加えて、本新株予約

権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を下

記（ⅴ）に定める払込取扱場所の指定の口座に振込む

ものとします。 

（ⅲ）本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類

が下記（ⅳ）に定める行使請求受付場所に到着し、か

つ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされ

る金銭の全額が下記（ⅴ）に定める払込取扱場所の口

座に入金された日に発生します。 

（ⅳ）行使請求受付場所 

三菱UFJ信託銀行株式会社  証券代行部 

（ⅴ）払込取扱場所 

三菱UFJ信託銀行株式会社 本店営業部 

（ⅵ）上記（ⅳ）に定める行使請求受付場所に対し、本新株

予約権の行使請求書を提出した者は、その後これを撤

回することができません。 

⑬ その他投資判断上重要な

又は必要な事項 

（ⅰ）新株予約権の払込金額 

新株予約権の割当てと引換えに金銭の払込みは要し

ません。 
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（ⅱ）新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認

を要します。 

（ⅲ）新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行

しません。 

（ⅳ）本書及び平成29年４月５日付で関東財務局長宛提出の

本新株予約権に関する有価証券届出書（訂正がなされ

た場合には、その後の訂正を含みます。） 

（URL：http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）を熟

読された上で、株主又は投資家の皆様の責任において

ご判断ください。 

（ⅴ）本新株予約権の募集については、日本国以外の法域に

おいて登録又は届出を行っておらず、またその予定も

ありません。従って、外国居住株主については、それ

ぞれに適用される証券法その他の法令により、本新株

予約権の行使又は転売が制限されることがありますの

で、外国居住株主（当該株主に適用ある外国の法令に

より、上記の制限を受けない機関投資家等を除きま

す。）は、かかる点につき注意を要します。なお、米国

居住株主（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」を意味し

ます。）は、本新株予約権を行使することができません。 

 

 

 

（３）新株予約権の無償割当の日程 

日程 内容 

平成29年４月５日 取締役会決議 

平成29年４月５日 有価証券届出書提出 

平成29年４月21日 有価証券届出書効力発生（予定） 

平成29年５月２日 基準日設定公告（予定） 

平成29年５月22日 割当基準日（予定） 

平成29年６月19日 新株予約権無償割当の効力発生（予定） 

平成29年６月19日から 

平成30年３月20日まで 
行使期間（予定） 
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２．新株予約権の無償割当の目的等 

（１）資金調達の目的 

当社は、平成29年４月５日開催の取締役会において、中古不動産の再生やリノベーショ

ンを行う株式会社トータルエステート（以下「TE社」といいます。）及びグループ会社３社

（株式会社トータルテック、株式会社トータルエステートホールディングス、株式会社ト

ータルエステート住宅販売。以下あわせて「TE社グループ」といいます。）について、その

株式を取得し連結子会社化することを決議いたしました。（株式の取得の概要につきまして

は、本日開示しておりますプレスリリース「㈱トータルエステート及び同社グループ会社

の連結子会社化並びに資金調達に関するお知らせ」をご参照ください。） 

上記による株式の取得総額は約61億円であり、当該株式取得資金に充当する目的で下記

のとおり資金調達を予定しております。 

なお、当社では流動性の高い資産の取得資金は負債性資金により調達し、流動性の低い

資産の取得資金は資本性資金により調達することを原則としております。 

当該株式取得にかかる資金調達に関して、上記の原則に準じてTE社グループの現預金な

ど流動性の高い資産に相当する部分の30億円については、金融機関からの借入及び社債の

発行により、資金調達する予定であります。残額の 30億円のうち、手元資金が 10億円か

ら20億円程度は使用可能であることから、その他に資本性資金10億円から20億円を本新

株予約権の発行により調達したいと考えております。 

 

（２）資金調達方法として本新株予約権の無償割当を選択した理由 

当社は、今回の資金調達に際して、既存株主の皆様の利益保護を実現させるべく、公募

増資等の様々な資金調達の方法を検討いたしました。その結果、以下の点から、今回の資

金調達方法として株主割当による新株予約権無償発行（非上場型）の方法を選択すること

といたしました。 

 

①その他の資金調達方法の検討について 

当社は、「２．新株予約権の無償割当の目的等（１）資金調達の目的」に記載したと

おり、原則的な規律として、流動性の高い資産の取得資金に関しては負債性資金によ

り調達し、流動性の低い資産の取得資金に対しては資本性資金により調達しておりま

す。今般のTE社グループの株式取得のための資金調達に関しては、本新株予約権の無

償割当て（以下「本新株予約権無償割当て」といいます。）による資金調達方法（以

下「本資金調達方法」といいます。）以外に以下のような調達方法も検討いたしまし

た。 

 

A.金融機関からの借入れ及び社債発行 

今般のTE社グループの株式取得のための資金約61億円については、「２．新株予約権

の無償割当の目的等（１）資金調達の目的」に記載したとおり、30億円を金融機関か

らの借入及び社債の発行により資金調達する予定であり、残額の31億円については手
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元資金及び資本性資金により賄うことを計画し、以下のとおり調達方法を検討しまし

た。 

 

B.公募増資 

公募増資については、有力な資本性資金の調達手段ではあるものの、引受業務を行う

証券会社の選定などの手続によりスケジュールの遅れが生じ、今般のTE社グループの

株式取得という機会を逸する可能性があり、また、大型の公募増資を実施することに

よる既存株主の皆様の持分の希薄化の影響等に鑑み、資金調達方法の候補からは除外

することといたしました。 

 

C.第三者割当による株式、新株予約権等の発行 

第三者割当による株式、新株予約権等の発行につきましては、確実な資本性資金の調

達が可能な手法ではあるものの、特定の投資家への第三者割当として既存株式を希薄

化させるよりも、既存株式の希薄化を回避し、既存株主の皆様に平等な投資機会を確

保することが望ましいと考え、今回の当社の資金調達方法としては、除外することと

いたしました。 

 

D.ライツ・オファリング（上場型新株予約権の無償割当て） 

ライツ・オファリングにつきましては、その制度設計上、無償割当ての対象となる株

主を定める基準日から行使期間終了日までの期間が２カ月以内と定められており、新

株予約権者が投資判断を行える期間が制限されております。また、発行費用面におい

て、他の資金調達方法と比べ証券会社及びフィナンシャル・アドバイザー等への手数

料が高額になる傾向があります。今回の資金調達は、既存株主の皆様に平等な投資機

会を確保し、調達資金により株式取得するTE社グループの当社グループへの業績寄与

を確認のうえ権利行使できる期間を確保し、本資本施策にご参加いただくことを第一

に考えた場合、現時点における資金調達方法として必ずしもライツ・オファリングで

ある必要はないと考え、除外することといたしました。 

 

②本新株予約権無償割当てを選択した理由 

上述の資金調達目的の達成に際して、以下に述べる本新株予約権無償割当て（非上場

型の株主割当による新株予約権無償発行）の特長や他の資金調達方法の検討を行った

結果、本資金調達の方法として、本新株予約権無償割当てを選択することといたしま

した。 

 

（メリット） 

A.株主の皆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、当社以外の全ての既存株主の皆様が保有する株式数に

応じて本新株予約権を無償で割り当て、既存株主の皆様に平等な投資機会を提供する

ということでは、ライツ・オファリング（上場型新株予約権の無償割当て）と同様で

すが、権利行使期間を約９ヶ月と比較的長期間に設定することにより、当社グループ
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の今後の事業展開及び方向性を確認のうえ、権利行使を行っていただけるという点で

優れていると考えております。 

 

B.株主の皆様の株式価値の希薄化による影響の極小化 

当社以外の全ての既存株主の皆様には、その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、株主の皆様の株式価

値の希薄化の影響を極小化することが可能です。また、以下の「（デメリット）B. 本

新株予約権の売却の制限」で記載するとおり、本新株予約権は東京証券取引所へ上場

されないため、権利行使を希望されない株主の皆様にとっては、株式価値の希薄化に

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によって補う機会が制限され

ますが、行使価額について現状の当社株価からのディスカウント率を15％程度とする

ことにより、当該不利益が限定的となるように配慮しております。 

 

（デメリット） 

A.資金調達額の不確実性 

本資金調達方法においては、発行した新株予約権が行使されることで、当社は資金調

達を実現できることとなるため、本新株予約権の割当てを受けた株主の皆様の投資行

動によっては、調達する資金の額が想定を下回るおそれがあります。 

なお、「７．上位株主による本新株予約権の行使等に関する意向について」に記載の

とおり、当社の上位株主のうち、当社代表取締役島根秀明氏及び取締役工藤英人氏の

それぞれの資産管理会社に割り当てられる新株予約権については、当社はそれぞれよ

り権利行使を行う旨の内諾を受けております。また、その他当社と関係が深い上位株

主及び当社グループの役職員につきましても、本リリースの開示後に本新株予約権に

関する説明を行い、権利行使の促進を図りたいと考えております。当該株主がすべて

権利行使を行った場合、40％程度の権利行使が行われ、10億円弱の調達が見込まれま

す。 

株主の皆様につきましては、本書（「株主に対する新株予約権（非上場）の無償割当

に関するお知らせ」）、本新株予約権に係る有価証券届出書（訂正がなされた場合に

は、その後の訂正を含みます。）、及び平成29年４月５日付で公表いたしました「株

主に対する新株予約権（非上場）の無償割当に関するご説明（Ｑ＆Ａ）」等（当社ホ

ームページアドレス：http://www.akatsuki-fg.com/）を通じて、本資金調達方法及び

当社の状況を十分にご理解頂きたく存じます。 

 

B.本新株予約権の売却の制限 

ライツ・オファリングとは異なり、本新株予約権は東京証券取引所へ上場されないた

め、本新株予約権の行使を希望されない株主の皆様が、株式価値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によって補う機会が制限されます。 

 

以上のことから、当社といたしましては、既存株主の皆様に対する非上場型の株主割当

による新株予約権無償発行という本資金調達方法が、当社の目的を達成しつつ、かつ、上

http://www.akatsuki-fg.com/
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記「（メリット）」で記載したとおり、既存株主の皆様の利益保護に十分配慮した現時点

における最良の資金調達方法であると考え、これを実施することといたしました。 

 

 

３．調達する資金の額及び資金の使途等 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含めた差引手取概算額等は以

下のとおりであります。 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

2,374,158,871 87,000,000 2,287,158,871 

（注）１．上記払込金額の総額は、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計

額であり、平成29年４月５日現在の当社発行済株式総数（当社が保有する当社

株式数を除く。）を基準として算出した見込額です。 

２．発行諸費用の概算額は、書類作成費用、弁護士費用、証券代行事務手数料、目

論見書発送に係る費用、登記費用等であります。なお、消費税等は含まれてお

りません。 

３．本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、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。 

 

（２）調達資金の使途 

本新株予約権無償割当てによる資金調達額は本新株予約権の行使状況により変動いたし

ますが、以下においては、発行する新株予約権のうち、全体の 50％が行使されたと仮定し

た場合の金額をもとに記載しております。全体の 50％が行使されたと仮定した場合の調達

額は1,187百万円であり、その場合の発行諸費用見込額50百万円を控除した差引手取概算

額は1,137百万円となります。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

ＴＥ社グループの株式取得のための資金 1,137 平成29年６月～平成30年３月 

（注）具体的な使途は、以下のとおりです。 

本新株予約権の権利行使により払い込まれた差引手取概算額合計約 1,137百万円は、

その全額をTE社グループの株式の取得代金及び取得に要する費用等又はそれに充当する

ため調達した金融機関からの短期借入の返済原資（本新株予約権の行使による資金の調

達が完了するまでは、金融機関からの短期借入によりTE社グループ株式の取得資金を賄

います。）に充当する予定です。 

本新株予約権の資金調達により、当社が、TE社グループを子会社化することは、当社

グループの不動産関連事業の拡大及び経営基盤の強化に寄与し、当社グループの中長期

的かつ持続的な企業価値の向上の達成につながるものと考えております。 

なお、当社が想定するよりも株主の皆様の権利行使が進まなかった場合には、保有資
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産の売却及び新たな借入等により不足分の資金調達を行う予定です。 

また、当社取締役会で TE社グループの株式取得を実行しないことを決議した場合は、

別途資金使途を決定し適時開示いたします。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

本新株予約権の無償割当により調達する資金については、上記「３．調達する資金の額、

使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」において記載いたしましたとお

り、TE社グループの株式取得資金に充当する予定であります。また、当社の想定以上に権利

行使が進み、100％の権利行使により資金調達ができた場合も、株式取得のために金融機関等

から借り入れた負債性資金の返済に充当いたします。 

上記資金使途により、当社グループにおいて、不動産関連事業の拡大及び経営基盤の強化

が図られるものと考えております。 

以上のことから、今回の調達資金の使途は、当社グループの企業価値の向上につながるも

のであり、既存株主の皆様にとっても合理性があるものと考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

本新株予約権無償割当てに際して、本新株予約権の割当を受けた株主の皆様の権利行使の

状況によっては、当社が想定している調達額を下回る可能性があることから、当社グループ

役職員などの一部の株主のみが権利行使を行うこととなった場合でも、当社が当初想定した

金額を調達できることを念頭に、できるだけ多くの株主の皆様に権利行使を行っていただけ

るよう、現状の当社株価よりディスカウントした価額を行使価額として本新株予約権を発行

することといたしました。一方で、本新株予約権では、権利行使期間内に行使されない場合

には当該期間の満了により新株予約権が消滅するため、既存株主の皆様が本新株予約権の行

使しなかった場合に被る経済的な不利益について配慮し、過去に他社で発行された株主割当

新株予約権の行使価額と比較し、ディスカウント率を抑えました。 

なお、当社グループの関係者の権利行使については、「２．新株予約権の無償割当の目的等

（２）資金調達方法として本新株予約権の無償割当を選択した理由②本新株予約権無償割当

てを選択した理由（デメリット）A．資金調達額の不確実性」に記載したとおり、当社代表取

締役島根秀明及び取締役工藤英人からは権利行使の内諾を受けております。また、その他当

社と関係が深い上位株主及び当社グループの役職員につきましても、本リリースの開示後に

本新株予約権に関する説明を行い、権利行使の促進を行う予定であります。 

その結果、保有普通株式数１株に対して本新株予約権 1個を割当て、その行使により普通

株式 0.5株を交付することとし、行使価額につきましては、本新株予約権の発行決議日の前

営業日の終値より15％相当額をディスカウントした301円の2分の1相当額である150.5円

（当社普通株式1株を取得するための行使価額は301円）とすることといたしました。 

なお、本新株予約権の発行決議日の前営業日である平成29年４月４日を基準日とした場合、

東京証券取引所における当社の普通株式の直近１ヶ月間の終値の単純平均値は 373円、直近

３ヶ月間の終値の単純平均値は 375円及び直近６ヶ月間の終値の単純平均値は 368円となり
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ますが、これらの平均値を基準とした場合、本新株予約権の行使により当社普通株式 1株を

取得するための行使価額 301円のディスカウント率は、各平均値の 19.3％、19.7％、18.2％

の水準となります。 

本新株予約権無償割当ては当社の企業価値、ひいては株式価値向上を目的として実施する

ものであり、かつ、既存株主の皆様が経済的な不利益を被らないための配慮もなされている

こと等を勘案し、発行条件につきましては合理的であると考えております。 

 

６．潜在株式による希薄化情報等 

（１）潜在株式による希薄化情報 

平成 29年４月５日現在における当社の自己株式を除く発行済株式総数は 15,775,143株

であります。本新株予約権無償割当ては当社普通株式１株に対し１個の新株予約権を発行

することから、現在における発行済株式総数と同数である15,775,143個が、現時点におい

て本新株予約権無償割当てによって発行される新株予約権の数となります。 

なお、本新株予約権無償割当ての基準日である平成 29年５月 22日までに、当社が自己

株式を取得した場合には、本新株予約権無償割当てによって発行される新株予約権の数は

減少することとなります。 

従いまして、本新株予約権の１個当たりの交付株数を 0.5株とす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は7,887,571株となり、平成29年４月７日現

在における発行済株式総数に対する本新株予約権に係る潜在株式数の比率は 48.0％となり

ます。 

一方、当社は既存の新株予約権（以下「既発行新株予約権」といいます。）2,650,000個

を発行しており、最大で潜在株式数が 2,650,000株増加することとなるため、本新株予約

権に係る潜在株式数と既発行新株予約権に係る潜在株式数を合計した比率は、平成29年４

月５日現在における発行済株式総数に対して64.2％となります。 

 

（2）発行済株式総数及び潜在株式数の状況（平成29年４月５日現在） 

 株式数 発行済株式総数に対する

比率 

発行済株式総数 16,424,075株 100.0％ 

潜在株式数 2,650,000株 16.1％ 

自己株式数 648,932株 4.0％ 

本新株予約権に係る潜在

株式数（見込数） 

7,887,571株 48.0％ 

 

７．上位株主による本新株予約権の行使等に関する意向について 

当社の上位株主のうち、当社代表取締役島根秀明氏（以下「島根氏」といいます。）の資産

管理会社である株式会社松栄管理（議決権比率 4.7％）、当社取締役工藤英人氏（以下「工藤

氏」といいます。）の資産管理会社である株式会社工藤アセットマネジメント（議決権比率
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3.7％）による本新株予約権の行使に関する意向につきましては、以下のとおり確認しており

ます。 

株式会社松栄管理及び株式会社工藤アセットマネジメントは、それぞれが保有する普通株

式 740,000株及び 588,124株に対して割り当てられる見込みである本新株予約権 740,000個

及び 588,124個（目的となる各社の株式数はそれぞれ 370,000株及び 294,062株）について

その全てを行使する意向であり、当社は各社の代表者である島根氏及び工藤氏より当該権利

行使に関する内諾を受けております。その行使による払込総額である111百万円及び88百万

円については、各社自己資金で賄う予定であるとのことです。また、権利行使により取得し

た株式については中期的に保有する方針であるとのことです。 

 

８．行使状況の公表方法 

本新株予約権の行使期間中における行使状況及びその時点における発行済株式総数につき

ましては、本新株予約権の行使期間中、原則として各月に一度、当社プレスリリースにて公

表してまいります。 

 

９．今後の見通し 

今回の調達資金を上記「３.調達する資金の額及び資金の使途等（２）調達する資金の具体

的な使途」に記載のとおり、TE社グループの株式取得資金に充てる予定であり、これにより

当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものと考えております。なお、具体的な数値

は、本日開示しておりますプレスリリース「平成 29年３月期連結業績見込及び平成 30年３

月期連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

10．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

（１）各株主の皆様の投資判断について 

本新株予約権が割り当てられた株主の皆様におかれましては、本新株予約権の行使によ

る当社普通株式の取得を行うか否かの投資判断を行っていただくことになります。具体的

な手続につきましては、基準日である平成 29年５月 22日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主様に対し、平成 29年６月 19日頃に、本新株予約権に関する株主割当通知書

が、各株主様が口座管理機関にご登録いただいている住所宛に届く予定ですので、当該通

知書及び当社からの開示によるご説明をご参照ください。 

また、本新株予約権無償割当てでは本新株予約権１個の行使による交付株式数を 0.5株

としておりますが、本新株予約権の行使は１個から可能であり、単元未満株式を取得する

こととなる行使（例えば100 個の新株予約権を行使し、50 株の当社普通株式を取得して頂

くこと）は可能です。但し、行使を行った後の保有株式数が 100 株単位とならない場合、

当該 100株未満の株式は単元未満株式となり、議決権が制限されるほか、市場での取引も

制限されますので、ご留意ください。単元未満株主は、当社に対し、会社法第 192条に基

づいてその保有する単元未満株式を買い取ることを請求することができますので、その具

体的な手続につきましては、平成29年４月５日付で公表いたしました「株主に対する新株
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予約権（非上場）の無償割当に関するご説明（Ｑ＆Ａ）」をご参照ください。一方で、本新

株予約権の行使は１個から可能ですが、２の倍数とならない個数の権利行使をされた場合、

１株に満たない端数株式が生じることとなり、その端数株式は切り捨てられ、お支払頂い

た行使代金の一部を事実上放棄することになりますので、ご注意ください。 

なお、本資金調達方法は行使期間内において行使されなかった新株予約権が失権（消滅）

するスキームとなっておりますので、この点、株主の皆様におかれましては、十分にご留

意いただく必要がございます。 

 

（２）外国に居住する本新株予約権者による本新株予約権の行使について 

本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておら

ず、またその予定もありません。従って、外国居住株主については、それぞれに適用され

る証券法その他の法令により、本新株予約権の行使又は転売が制限されることがあります

ので、外国居住株主（当該株主に適用ある外国の法令により、上記の制限を受けない機関

投資家等を除きます。）は、かかる点につき注意を要します。なお、米国居住株主（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

します。）は、本新株予約権を行使することができません。 

本新株予約権の割当てを受けた外国居住株主に対する当該制限につきましては、会社法

上の株主平等の原則に抵触するものではないか慎重に検討いたしましたが、当社といたし

ましては(ⅰ)米国その他当該国の証券法の規制が適用される可能性がある国を調査の上で

特定し、外国居住株主が当該国に居住するか否かの調査を実施し、当該国に居住する株主

の行使を認めた場合に履行する必要があり得る当該国におけ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、本新株予約権は、当社取締役

会にて承認させていただく前提において外国居住株主が本新株予約権を譲渡することも可

能であること、 (ⅲ) 外国居住株主が平成28年10月16日において保有する当社普通株式

の数は合計132,400株（同日時点における当社の発行済株式数の0.8％）に過ぎないこと等

に鑑み、慎重に検討を行った結果、本新株予約権無償割当てを実行するにあたり、外国居

住株主に権利行使を認めた場合における事務・コスト負担を考慮すると権利行使を制限す

ることについては必要性があると判断し、また、外国居住株主が我が国の市場で株式を購

入することができる状況にある場合には、外国居住株主は、株式を購入することにより持

分割合を維持することが可能であること等の理由から、最終的に当該制限は株主平等の原

則に違反するものではないと当社として判断いたしました。 

なお、かかる検討に際しては、三井法律事務所（東京都港区赤坂2-14-32、パートナー弁

護士 松島基之）より、本件における外国居住株主による新株予約権の行使制限は、日本法

上も適法であると考えられる旨の法律意見書を取得しております。 

 

 

11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

（１）最近３年間の業績（連結） 
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決算期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 

連結営業収益（百万円） 5,820 6,200 5,391 

連結営業利益（百万円） 1216 912 350 

連結経常利益（百万円） 1,618  1,142 490 

親会社株主に帰属する当

期純利益又は親会社株主

に帰属する当期純損失

（△）（百万円） 

1,457 1,727 △1,464 

１株当たり連結当期純利

益又は１株当たり連結当

期純損失（△）（円） 

118円57銭 120円87銭 △99円66銭 

１株当たり配当金（円） 22円50銭 22円50銭 15円00銭 

１株当たり純資産額（円） 559円35銭 641円97銭 515円07銭 

 

（２）最近の株価の状況 

①過去３年間の状況（期末） 

 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 

始値（円） 978円 

※489円 
690円 605円 

高値（円） 1,910円 

※955円 
728円 638円 

安値（円） 771円 

※355.5円 
450円 312円 

終値（円） 700円 609円 399円 

（注）１．各株価は、株式会社東京取引所（市場第二部）におけるものです。 

２．※印は、平成26年３月６日を効力発生日として、１株を２株にする株式分割

を行っており、当該影響を調整しております。 

 

②最近６ヶ月の状況 

 平成28年

10月 

平成28年

11月 

平成28年

12月 

平成29年

１月 

平成29年

２月 

平成29年

３月 

始値（円） 341 345 379 376 370 375 

高値（円） 348 399 416 384 381 363 

安値（円） 338 330 366 367 362 360 

終値（円） 345 376 376 372 377 361 

（注）１．各株価は、株式会社東京取引所（市場第二部）におけるものです。 

 



 - 14 -

③発行決議日前日における株価 

 平成29年４月４日現在 

始値（円） 361 

高値（円） 363 

安値（円） 354 

終値（円） 355 

（注）各株価は、株式会社東京取引所（市場第二部）におけるものです。 

 

（３）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はございません。 

以 上 

 

ご注意：この文書は、当社の第１回新株予約権の発行に関して一般に公表するための公表文書で

あり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本新株予約権の行使、売

買又は失権に係る投資判断については、本新株予約権の株主無償割当に係る目論見書を

熟読されたうえで、株主又は投資家個人の責任において行ってください。 

この文書は、当社又は当社グループの財政状態又は業績等についての見通し、予測、

予想、計画又は目標等の将来に関する記載が含まれております。これらの記載内容は、

本書の作成時点における当社の判断又は認識に基づいておりますが、将来における実

際の業績等は、様々な要因により、本書に記載された見通し等と大きく異なる可能性

があります。 

この文書は、米国における証券の募集又購入の勧誘ではありません。上記新株予約権

の発行は、1933年米国証券法に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われ

る予定はありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく証券の登録を行う

か又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うこと

はできません。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ窓口＞ 

平成29年4月5日～平成29年6月18の間 

株式会社あかつき本社：０３－６８２１－０６０６（代表） 

（土・日・祝日を除く平日9：00～18：00） 

 

平成29年6月19日～平成30年3月20日の間 

本件専用窓口：０１２０－６９６－２４２ 

（土・日・祝日を除く平日9：00～18：00） 
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【ご参考】 

１．新株予約権の発行要項 

（１）新株予約権の名称 株式会社あかつき本社第１回新株予約権 

（２）新株予約権の数 

基準日（第５項で定義される。）の最終の発行済株式の総数（ただし、当社が有する当社株

式の数を控除する。）とする。 

（３）割当方法 

株主割当の方法による。基準日（第５項で定義される。）現在の株主名簿に記載または記録

された株主に対し、その有する当社株式１株につき、１個の割合をもって、本新株予約権を

割当てる。ただし、当社が有する当社株式については、本新株予約権を割当てない。 

（４）新株予約権の払込金額 無償 

（５）基準日 平成29年５月22日（以下、「基準日」という。） 

（６）新株予約権の割当てが効力を発生する日 

 平成29年６月19日（以下、「効力発生日」という。） 

（７）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当

社株式を新たに発行又はこれに代えて当社が有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株

式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、基準日における当社の最終の株主名簿に記

載又は記録された当社各株主の保有する株式の総数（但し、自己株式の数を除く。）に 0.5

を乗じた数とする。（本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「交付株式数」という。）

は0.5株とする。）なお、本項①により、交付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これに応じて同様に調整される。 

①当社が第 11項の規定に従い行使価額（第 10項に定義する。）の調整を行う場合には、

交付株式数は次の算式によって調整されるものとする。 

 

調整後交付株式数 ＝ 
調整前交付株式数×調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

上記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。 

②前号の調整は、当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ

行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

③調整後交付株式数の適用日は、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交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその理由、

調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日

の前日までに新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行

うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 
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（８）新株予約権の行使期間 

本新株予約権の新株予約権者は、平成29年６月19日から平成30年３月20日までの間（以

下、「行使請求期間」という。）、いつでも本新株予約権の行使を請求することができる。ただ

し、行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人（会社法第123条に定める株主名簿管理人を

いい、以下同様とする。）の営業日でない場合は、その前営業日を最終日とします。 

（９）新株予約権の行使の条件 

①各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

②本新株予約権者が複数の本新株予約権を保有する場合、本新株予約権者は本新株予約権

を１個単位で行使することができる。 

（10）本新株予約権の行使に際して出資の目的となる財産及びその価額 

2,374,158,871円 

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、次号に定める

行使価額に交付株式数を乗じた額とする。 

②各本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株あ

たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、301円とする。ただし、

第11項の定めるところに従い調整されるものとする。 

③第 11項第②号により、行使価額の調整が行われた場合は、発行価額の総額に新株予約

権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する。ま

た、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が新株予約権を消却した

場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合

算した金額は減少する。 

（11）行使価額の調整 

①当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2）号に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を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。 

    
 

既発行 

株式数 

 

＋ 

交付株式数 × 
１株当たり 

払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 
調整前 

行使価額 
× 

時価 

既発行株式数＋交付株式数 

 

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行

使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ)本項第④号(ⅱ)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

場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と

引換えに交付する場合又は当社普通株式の交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。以下本号において同じ。）その他の証券若しくは

権利の請求又は行使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは当
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該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、当社普通株式の株主

（以下「普通株主」という。）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。 

(ⅱ)株式分割又は無償割当により当社普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普

通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその翌日以降、また当社普通株式の無償割当について当社普通株主に割

当を受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主（普通株主を除く。）に

当社普通株式の無償割当てをする場合は当該割当ての効力発生日の翌日以降、これ

を適用する。 

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

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価

額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、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引いた額を使用する。 

④(ⅰ)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

切り捨てる。 

(ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引

日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社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（気配表示を含む。）の平均値とする。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位を切り捨てる。 

(ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、基準日が

ない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済

普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とす

る。また、本項第②号(ⅱ)の基準日における当社の有する当社普通株式に割当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする。 

⑤本項第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、

必要な行使価額の調整を行う。 

(ⅰ)株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を

完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ)その他当社の発行済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。 

(ⅲ)行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、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本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によ

りその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日そ

の他必要な事項を適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日

の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行
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う。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。 

（12）本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、当社の定める行使請求書（以下、

「行使請求書」という。）に、行使請求しようとする本新株予約権の内容及び数を表示

し、請求年月日等を記載してこれに記名捺印した上、行使期間中に後記行使請求受付場

所に提出しなければならない。 

②本新株予約権を行使しようとする場合は、行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の

行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を後記払込取扱場所の指定の口座に振込

むものとする。 

③後記行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出したものは、その後これを撤回す

ることはできない。 

（13）本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が後記行使請求受付場所に到着し、かつ

第 12項②に定める振込みの入金が確認された日又は本新株予約権を行使する日として行使

請求書に記載された日のいずれか遅いほうの日に発生する。 

（14）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 

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項の規定に従って算出された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る場合は、その端数を切り上げた金額とする。 

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記載の増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

（15）自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

当社は、以下の各号につき当社の株主総会（株主総会が不要となる場合には、当社取締役

会）で承認された場合、会社法第273条第２項の規定に従って通知又は公告した上で、その

時点において残存する新株予約権の全部を無償で取得することができる。 

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 

③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、当社の

承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得に

ついて、当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
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よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

（16）組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換

または株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）をする場合、上記「自己新株予約権の

取得の事由及び取得の条件」により本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効

力発生時点において残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権

者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式

会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発

行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、

吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転

計画において定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案

して合理的に決定される数とします。 

②交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。 

③交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。 

④交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」に定める行使価額を基準に組

織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１個当

たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とします。 

⑤交付する新株予約権の行使期間 

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末

日までとします。 

⑥交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 

上記「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」の定めるところと同様とします。 

⑦交付する新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」の定めるところと同様とします。 

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとします。 

⑨交付する新株予約権の取得 

上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」の定めるところと同様とします。 

（17）本新株予約権証券の発行 
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当社は、本新株予約権については新株予約権証券を発行しない。 

（18）本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要するものとする。 

（19）本新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取り決め 

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数が

生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（20）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 

当社の現状及び今後の展開、方向性を広く株主の皆様にご理解を賜り、全株主の皆様に平

等にご支援及びご選択いただけますよう、株主割当の新株予約権による増資を選択し、新株

予約権に関する払込金額を無償といたしました。 

行使価額は、本新株予約権の行使により発行される予定の株式数、及び本新株予約権の発

行目的を総合的に勘案いたしました結果、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前日

（平成29年４月４日）の株式会社東京証券取引所市場第２部の当社普通株式の終値355円を

参考に、301円を行使価額に設定いたしました。 

（21）行使請求受付場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（22）払込取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 本店 

（23）新株予約権原簿の管理 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（24）外国居住株主による本新株予約権の行使について 

本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、

またその予定もない。従って、外国居住株主については、それぞれに適用される証券法その

他の法令により、本新株予約権の行使又は転売が制限されることがあるので、外国居住株主

（当該株主に適用ある外国の法令により、上記の制限を受けない機関投資家等を除く。）は、

かかる点につき注意を要する。なお、米国居住株主（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。）は、本新株予約権を行使する

ことができない。 

（25）その他 

①前各号については、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に

一任する。 

 

以 上 

 


