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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 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおりいわゆるライツ・オファリングとして、

当社普通株式を所有する当社以外の全株主を対象とし、上場型新株予約権の無償割当て（以下「本

件」といい、本件における資金調達方法を、「本資金調達方法」といいます。）を行うことを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本資金調達方法は、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、

当社を除く全ての普通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。

本件において発行される新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）は、株式会社大阪証

券取引所（以下「大阪証券取引所」といいます。）ジャスダック市場に上場することが予定され

ており、本新株予約権の行使を希望しない株主の方には、本新株予約権を市場で売却する機会が

与えられるため、本新株予約権の無償割当を受けた場合、(ⅰ)本新株予約権を行使して当社普通

株式を取得するか、又は(ⅱ)本新株予約権を売却して売却代金を得るかの何れかを選択いただく

ことが可能です。他方、期日までに何れの手続きも実施されない場合、本新株予約権は失権し、

その行使又は売却のいずれも行うことができなります。 

当社といたしましては、本新株予約権の割当てを受けた株主の皆様には、上記(ⅰ)行使又は

(ⅱ)売却何れかのお手続きを選択していただきたいと考えております。 

株主の皆様は、本資料及び本日公表の「ライツ・オファリング(ノンコミットメント型)に関す

るご説明（Q＆A）」（URL: http://www.ir.meganesuper.co.jp/ja/Top.html）をご参照いただき、

本件並びに本資金調達方法の内容について十分にご理解いただいた上で、本新株予約権に係るご

判断をいただきますよう、お願い申し上げます。 
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記 

１．本件の目的等 

(１) 本件の目的 

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（以下「AP LLP」と

いいます。）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、

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。店舗

リニューアルの結果としては、平均で 30％程度の売上高増加を達成、また、マス広告

の実施エリアでは平均で 15％程度の売上高増加を記録するなど、一定以上の効果が確

認されましたが、残念ながら既存店舗の売上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 1,289,203 千円、経常損失 1,480,673 千円、当期純損失

1,978,674 千円、平成 25年 4 月期第 3四半期累計期間において営業損失 1,046,242 千

円、経常損失 1,057,081 千円、四半期純損失 1,593,261 千円を計上いたしました。こ

の結果、当社は、平成 25年 1 月 31 日時点において、1,418,433 千円の債務超過に陥っ

ています。また、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、ついては、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。以下「平成 25 年 3 月 15 日付開示資料」といいます。）において開示した

通り、今後の取組みを具体化させていくための中期経営計画（以下「本計画」といい

ます。）を策定しております。本計画においては、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「アイケア」
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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

グ投資を行うことを定めております。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、2013 年４月の既存店売上前年同月比は 101%となり、63 ヶ月ぶりに 100%

を越える水準となりました。中期的には、これら施策が全体として効果を発揮し、結

果として、3期後の平成 28 年 4 月期において、売上高 260 億円、営業利益 23 億円（営

業利益率 9％）を達成することを目標としております。 

かかる状況を受け、当社は、本計画を実現する上で必要となる資金を確保し、かつ

債務超過を解消するために必要となる資本を増強するとの目的のもと、既存株主の皆

様への影響等も勘案しつつ、様々な施策について検討を重ねてまいりました。その結

果、本資金調達方法こそが、当社、ひいては株主の皆様にとって 適な資金調達方法

であるとの結論に至り、本日、本件の実行を決議いたしました。なお、当社は、本計

画の実現による当期純利益の黒字化と、資本調達によって、平成 26 年４月期中に債務

超過を解消することを計画しておりますが、本件に基づく資本の増強はその計画の一

環であり、今後も、継続的に債務超過解消策を検討・推進して参ります。 

 

（２）本資金調達方法を選択した理由 

本資金調達方法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、現在の当社の

株式流動性や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)本件において

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
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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が、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ところ、上述の公募増資と同様に、現在の当社

の株式流動性や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ことから、かかるス

キームの長所をいかしつつ、いわゆるコミットメント型ライツ・オファリン

グの実現困難性を克服するため、株主の皆様に割り当てられた新株予約権を

取引所に上場させる本資金調達方法（ライツ・オファリング）が、より適切

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 
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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、本新株予約権は大阪証券取引所ジャスダック市場へ上

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 

本新株予約権が大阪証券取引所ジャスダック市場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 

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。この点につきましては、本資料及び本日

公表の「ライツ・オファリング(ノンコミットメント型)に関するご説明（Q

＆A）」（URL: http://www.ir.meganesuper.co.jp/ja/Top.html）等を通じて、

本資金調達手法及び当社の状況並びに本計画の内容を十分にご理解いただく

ことで、対処してまいる所存です。 

 

２．ライツ・オファリングの内容 
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(１)無償割当の方法 

平成 25 年 5 月 30 日（木）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５回新株予約権を新株予約権

無償割当て（会社法第 277 条）の方法により割り当てます。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いません。 

(２)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５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１株 

③ 新株予約権の総数 13,687,980 個 

※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普通

株式数を控除した数とし、上記発行数は、平

成 25 年５月 20 日現在の当社発行済株式総数

（当社が保有する株式の数を除く。）を基準と

して算出した見込み数である。ただし、当社

が発行する B 種劣後株式を保有する B 種劣後

株主は、当社定款の定めに基づき、B種劣後株

式の発行日の１年後の日である平成25年４月

30 日以降いつでも、当社に対して、その有す

る B 種劣後株式の全部又は一部を取得するこ

とを請求することができ、その場合当社は B

種劣後株主が取得の請求をした B 種劣後株式

を取得するのと引換えに、所定の方法に従っ

て算出される数の当社普通株式を、当該 B 種

劣後株主に対して交付するものとされてお

り、本新株予約権の株主確定日以前にかかる

請求権（以下「B種劣後株式転換請求権」とい

う。）に基づいて B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 4,419,022 個増加し、

18,107,002 個となる。なお、当社は、平成 25

年５月 20 日現在において、当社 B種劣後株主
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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（所有 B 種劣

後株式数 1,863,805 株、所有 B 種劣後株式数

の平成24年10月31日時点における普通株式、

A 種劣後株式及び B 種劣後株式それぞれを合

計した発行済株式総数48,528,083株に対する

割合（以下「所有割合」という。）3.84％）、

AP Cayman Partners II, L.P.（所有 B種劣後

株式数 1,300,597 株、所有割合 2.68％）、Japan 

Ireland Investment Partners（所有 B種劣後

株式数 1,130,327 株、所有割合 2.33％）及び

フォーティーツー投資組合（所有 B 種劣後株

式数 124,293 株、所有割合 0.26％、上記４フ

ァンドの所有 B 種劣後株式数の合計は

4,419,022 株、所有割合 9.11％、以下４ファ

ンドを総称して「AP ファンド」という。）から、

取得請求権行使請求書の準備が整い次第 B 種

劣後株式転換請求権を行使する意向を有して

いることを確認している。 

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株（１個）につき 75 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株（１個）につき 38 円 

⑥ 新株予約権の権利行使期間 平成 25 年７月８日(月)から 

平成 25 年７月 29 日(月)まで（予定） 

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 本新株予約権の取得事由は定めない。 

⑨ 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。 
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(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。 

⑩ その他投資判断上重要又は必要な

事項 

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）。 

※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 25 年５月 20 日公表の「ライ

ツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)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。 

※本書面並びに平成 25 年５月 20 日付で関東財務局長宛提出の有価証券届出書（URL: 

http://info.edinet-fsa.go.jp/）を熟読された上で、株主様又は投資家様個人の責任にお

いてご判断ください。 

 

３．ライツ・オファリングの日程 

日程 内容 

平成25年５月20日(月) 取締役会決議 

有価証券届出書提出 

平成25年５月30日（木） 株主確定日（予定）※本新株予約権の割当対象と

する株主の確定日 

平成25年５月31日(金) 本新株予約権無償割当ての効力発生日（予定） 

本新株予約権上場日（予定） 

平成25年６月20日(木) 本新株予約権の株主割当通知書の送付日（予定） 

平成25年７月８日(月)から 

平成25年７月29日(月)まで 
本新株予約権行使期間（予定） 

平成25年７月23日(火) 

（大阪証券取引所より後日発表) 
本新株予約権上場廃止日(予定) 

 

４．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 25 年５月 20

日現在の当社発行済株式総数（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 13,687,980 個）、並びに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

（本新株予約権の総数 18,107,002 個）のそれぞれにおいて、行使比率を 100％と仮定
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（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。 

（平成25年５月20日発行済株式総数基準） 

① 払込金額の総額                 1,026,598,500円 

② 発行諸費用の概算額（暫定値）  66,500,000円 

③ 差引手取概算額         960,098,500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）50百万円 

 ・その他諸費用（弁護士報酬及び各口座機関への事務手数料等）16.5百万円 

 

（B 種劣後株式転換後発行済株式総数基準） 

① 払込金額の総額                 1,358,025,150円 

② 発行諸費用の概算額（暫定値）  76,500,000円 

③ 差引手取概算額         1,281,525,150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）60百万円 

 ・その他諸費用（弁護士報酬及び各口座機関への事務手数料等）16.5百万円 

 

(２)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。行使比率を 100％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。 

差引手取概算額 具体的な使途 
金額 

(百万円)
支出予定時期 

売上対策資金 320 平成25年８月～平成26年４月 
960百万円の場合 

既存店舗のリニューアル資金 640 平成25年８月～平成26年４月 

売上対策資金 320 平成25年８月～平成26年４月 
1,280百万円の場合 

既存店舗のリニューアル資金 960 平成25年８月～平成26年４月 

 

① 売上対策資金 

上記記載の差引手取概算額のうち 320 百万円については、当社にとって喫緊の課題



－10－ 
 

である売上対策用の資金に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 120 百万円、マスマーケティング費

用に 100 百万円、顧客維持等に係る IT 投資に 100 百万円をそれぞれ支出する計画であ

り、いずれも平成 25 年７月以降遅くとも平成 26 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。新商品仕入は、前期から続く商品入替に加えた「アイケア」

ニーズに訴求する商品の強化による集客力向上、マスマーケティングは、テレビＣＭ

やインターネット、折込チラシ等の媒体投資による認知度上昇、IT 投資は顧客データ

ベースの整備等による顧客維持を、それぞれ目的としています。 

② 店舗リニューアル資金 

差引手取概算額と上記売上対策資金との差額分については、既存店舗のリニューア

ル（新ロゴを配した看板の設置や内・外装の改修）資金に充当する予定であります。 

当社は、平成 25 年 3 月 15 日付開示資料にて記載の通り、これまで以下のステップ

を踏んで事業再生に向けた取組みを実施して参りました。 

 

  

まず、第１のステップにおいては、地域的に孤立しているために広告展開が非効率

になりやすい赤字店舗の閉鎖、その他コスト構造の抜本的な見直しを行った結果、10

億円以上の固定費削減を実現いたしました。次に第２ステップとしては、個別店舗ご

との立地並びに商圏特性踏まえたうえで、販売商品の入れ替えや接客マニュアルの改

訂などの店舗運営上の各種改善、及び顧客需要に合致した新規サービスの開発に努め

ました。特に販売商品については、過剰な低価格帯の取り扱いを止め、12,600 円から

の品揃えを拡充するなど、ラインナップを一新したことにより、単価を維持しながら

店舗内での買上率が向上するなどの一定の成果が生まれています。一方、集客面で苦

戦した事により、売上高は平成 25 年４月期第３四半期累計期間としては前年比で減少

した為、第３ステップとして、テレビＣＭや新聞広告をはじめとしたマス広告を再開

したほか、現在までに 26 店舗（上期４店舗、下期 22 店舗）で店舗リニューアルを実

施いたしました。これらの施策効果により、月次での売上は徐々に足元回復傾向にあ

ります。なお、当社は、上述した各種事業再生への取り組みに際し、当社はこれまで

に平成24年１月においてA種劣後株式及び第１回乃至第４回新株予約権付ローンによ

１．コスト構造および財務体質の改善 

２．店舗の質向上 

３．店舗の質向上の認知拡大 

４．店舗数の拡大 

・固定費削減
・赤字店退店 
・サイト安定化 

・商品入替
・接客改善 
・サービス開発 

・マス広告
・リニューアル 
・店舗新モデル 

・出店

これまで実施し
た取組み 

今後の重点項目
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って調達した総額 1,952 百万円のうち、約 10 億円を充当しておりますことに加え、眼

鏡補聴器革新株式会社から受けた追加的な資金支援13億円のうち２億円を充当してお

ります。なお、前述差額につきましては、運転資金に充当しております。 

当社は、今後、店舗運営上の各種改善を積み重ねることにより売上高の回復基調を

確実なものとするとともに、店舗リニューアルの量的拡大を推進してまいる予定です。

店舗リニューアルの効果としては、上述した 26 店舗における実績として売上高が全体

平均 27％伸長したことから、既存店舗の眼鏡に係る売上高を平均して 30％程度伸長さ

せる効果があることを想定しております。かかる店舗リニューアルを行う場合、必要

な資金は平均すると１店舗当たり４百万円程度と想定しております。また、当社は、

平成 25 年４月末時点で運営している 341 店舗のうち、これまでに 26 店舗のリニュー

アルを既に実施しておりますが、平成 26 年４月期においては、現時点においてリニュ

ーアルが未実施となっている 315 店舗のうち約 240 店舗でリニューアルを行うことを

計画しております。従って、計画通りのリニューアルを行った場合、必要となる資金

は総額で約 960 百万円程度となります。当社は、平成 25 年７月以降順次、対象となる

店舗のリニューアルを行っていき、平成 26 年４月末までに計画している全店のリニュ

ーアルを完了させることを計画しております。 

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、かつ発行した本新株予約権の全てが行使された場合、

差引手取概算額は上記の通り 1,280 百万円となるため、喫緊の課題である売上対策資

金 320 百万円を控除した残額である 960 百万円で、計画しているすべてのリニューア

ルを実施することが可能ですが、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なかった場合を含み、差引手取

概算額が 1,280 百万円を下回った場合には、本件による調達資金から店舗リニューア

ルに充当される額は 960 百万円よりも減少することとなり、店舗リニューアルの対象

とする店舗数も、資金調達額の縮小に応じて減少させざるを得なくなる場合がありま

す。その場合であっても、当社は、事業収益から必要な資金を確保すること、並びに

代替的な資金調達手法を検討すること等により、不足した資金の確保を目指しますが、

現時点において確定した事項はございません。 

なお、当社が発行する B 種劣後株式を保有する B 種劣後株主は、当社定款の定めに

基づき、B種劣後株式の発行日の１年後の日である平成 25 年４月 30 日以降いつでも、

当社に対して、その有する B 種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求するこ

とができ、その場合当社は B 種劣後株主が取得の請求をした B 種劣後株式を取得する

のと引換えに、所定の方法に従って算出される数の当社普通株式を、当該 B 種劣後株

主に対して交付するものとされており、当社は、平成 25 年５月 20 日現在において、

当社 B種劣後株主である AP ファンドから、取得請求権行使請求書の準備が整い次第 B

種劣後株式転換請求権を行使する意向を有していることを確認しています。 
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AP ファンドが本新株予約権を行使するか、若しくは売却するかについては、本日以

降、当社にて AP ファンドの意向が確認でき次第、別途公表させていただく予定でござ

います。 

 

 

５．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「４．調達する資金の額

及び資金の使途等 (２)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、かかる投資によって当社の収益力安定化が図られ、また懸案となっている債

務超過についても解消の道筋を立てることができることから、かかる資金使途は合理的で

あり、株主の皆様の利益に資するものと判断しております。 

 

６．発行条件の合理性 

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、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

（株主の皆様に本新株予約権を行使していただけるよう、時価を下回る行使価額を設定し

ております。）等を勘案して決定いたしました。 

その結果、割当株数につきましては、当社普通株式１株につき本新株予約権１個を割り

当てることとし、本新株予約権の行使により当社普通株式１株が交付され、また、行使価

額につきましては、１株当たり、75 円（本新株予約権の発行決議日前営業日の当社普通株

式の終値の 58.6％）に設定いたしました。本件は当社の企業価値、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総合的に勘案し、本件の発行条件については合理的であ

ると考えております。 

また、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、米国居住株主に対する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
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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 B 種劣後株主である 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）1,300,597 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 7.14％）、Japan Ireland Investment Partners（普

通株式数（見込み）1,130,327 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 6.21％）の投資家に米国居住株主がいる場合には、 大で 13.35％の株主が

本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。 

 

７．業績に与える影響 

現在のところ、平成 25 年３月 15 日に発表いたしました平成 25 年 4 月期の通期業績予想

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 25 年５月 20 日現在における当社の発行済普通株式数は 13,790,880 株であり、その

うち当社が保有する自己株式数は 102,900 株、また、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は 13,687,980 株です。従いまして、発行済普通株式総数に対
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する本新株予約権にかかる潜在株式数の比率は 99.25％となります。なお、当社は普通株式

と同様に議決権を付与した種類株式である A種劣後株式（発行済株式総数 30,318,181 株）

及び B 種劣後株式（発行済株式総数 4,419,022 株）を発行しており、平成 25 年５月 20 日

現在における普通株式、A種劣後株式及び B種劣後株式それぞれを合計した発行済株式総数

は 48,528,083 株です。かかる議決権付き株式の発行済み株式総数に対する本新株予約権に

かかる潜在株式数の比率は、28.21％となります。 

本新株予約権は各株主様が保有する株式数に応じて割り当てられるため（平成 25 年５月

30日(木)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25年６月24日(月)

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。なお、本新株予約権は大阪証券取引所ジャスダック市場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。 

 

発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 25 年５月 20 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 48,528,083 株 100.0%

現時点における潜在株式数 4,162,500 株 8.58%

現時点における自己株式数 102,900 株 0.21%

本新株予約権に係る潜在株式数 13,687,980 株 28.21%

 

発行済株式数及び潜在株式数の状況（B種劣後株式転換請求権考慮後） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 48,528,083 株 100.0%

現時点における潜在株式数 4,162,500 株 8.58%

現時点における自己株式数 102,900 株 0.21%

本新株予約権に係る潜在株式数 18,107,002 株 37.31%

 

※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。 
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９．割当前及び割当後の議決権比率 

平成 24年 10月 31日時点における本新株予約権の割当前及び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、上位株主による本新株

予約権の行使又は売却等に関する意向が確認でき次第、別途公表させていただく予定でご

ざいます。 

割当前（平成 24 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 

30.27％ 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 

22.18％

AP Cayman Partners II, L.P. 
（常任代理人 河原正幸） 

21.12％ AP Cayman Partners II, L.P. 
（常任代理人 河原正幸） 

15.48％

Japan Ireland Investment 
Partners 
（常任代理人 河原正幸） 

18.36％ Japan Ireland Investment 
Partners 
（常任代理人 河原正幸） 

13.45％

田中邦興 8.46％ 田中邦興 14.21％

田中由子 7.69％ 田中由子 12.92％

フォーティーツー投資組合 2.02％ フォーティーツー投資組合 1.48％

有限会社東関東サービスセンタ

ー 

1.00％ 有限会社東関東サービスセン

ター 

1.68％

株式会社エヌ．エヌ．ティー 0.67％ 株式会社エヌ．エヌ．ティー 1.12％

メガネスーパー従業員持株会 0.64％ メガネスーパー従業員持株会 1.08％

株式会社みずほ銀行 0.62％ 株式会社みずほ銀行 1.04％

※ 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、A 種劣後株式（議決権数

127,872 個、かかる議決権数の平成 24 年 10 月 31 日時点における普通株式、A種劣後株式

及び B種劣後株式それぞれを合計した総議決権数 484,043 個に対する割合（以下「議決権

比率」という。）26.42％）及び B種劣後株式（議決権数 18,638 個、議決権比率 3.85％）

によるものです。 

※ 上記割当前における AP Cayman Partners II, L.P.（常任代理人 河原正幸）の保有株式

は、A種劣後株式（議決権数 89,231 個、議決権比率 18.43％）及び B種劣後株式（議決権

数 13,005 個、議決権比率 2.69％）によるものです。 

※ 上記割当前における Japan Ireland Investment Partners（常任代理人 河原正幸）の保

有株式は、A種劣後株式（議決権数 77,549 個、議決権比率 16.02％）及び B種劣後株式（議

決権数 11,303 個、議決権比率 2.34％）によるものです。 



－16－ 
 

※ 上記割当前におけるフォーティーツー投資組合の保有株式は、A 種劣後株式（議決権数

8,527 個、議決権比率 1.76％）及び B種劣後株式（議決権数 1,242 個、議決権比率 0.26％）

によるものです。 

※ 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には、割当後の議決権比率は以下の通りとなります。 

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 

24.84％

AP Cayman Partners II, L.P.（常任代理人 河原正幸） 17.33％

Japan Ireland Investment Partners（常任代理人 河原正幸） 15.06％

田中邦興 12.32％

田中由子 11.20％

フォーティーツー投資組合 1.66％

有限会社東関東サービスセンター 1.46％

株式会社エヌ．エヌ．ティー 0.97％

メガネスーパー従業員持株会 0.94％

株式会社みずほ銀行 0.90％

 

 

１０．各株主様のお取引について 

本新株予約権が割当てられた各株主様におきましては、本新株予約権の行使による当社

株式の取得若しくは市場等を通じた売却の何れかの方法がございます。具体的な手続きに

つきましては、平成 25 年５月 20 日公表の「ライツ・オファリング(ノンコミットメント

型 / 上 場 型 新 株 予 約 権 の 無 償 割 当 て ) 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。 

なお、繰り返しになりますが、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

新株予約権は失権（消滅）すること、また、米国に居住する株主様につきましては、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は制限させていただくことにつき、

十分にご留意ください。 

 

１１．本件新株予約権の買付け希望の株主様及び投資家様について 

新たに本件新株予約権の買付けを希望される株主様及び投資家様につきましては、まず

は各自でお取引のある証券会社までお問合せください。お取引先の証券会社で本新株予約

権買付けに係る取次業務を受け付けていない場合は、他の証券会社に新たに口座を開設し

ていただく必要があります。詳細につきましては、「ライツ・オファリング(ノンコミット

メント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明（Q＆ A）」（URL: 

http://www.ir.meganesuper.co.jp/ja/Top.html）にございます「４ 本新株予約権の取引
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について」をご参考ください。 

 

１２． 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22年４月期 平成23年４月期 平成24年４月期 

売上高            25,061 22,472 19,174 

営業利益      ▲429 ▲538 ▲1,289 

経常利益        ▲572 ▲661 ▲1,480 

当期純利益      ▲4,269 ▲1,578 ▲1,978 

１株当たり当期純利益（円）  ▲311.89 ▲115.33 ▲144.57 

1株当たり配当金 （円） － － － 

1株当たり純資産（円） 68.68 ▲46.25 ▲64.16 

 

(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 
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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。 
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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 

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 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 なし 

 

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 



－20－ 
 

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 

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 なし 

 

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 
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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 

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 なし 

 

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 

現時点における充当状況 なし 
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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 

 

(３) 近の株価の状況 

① 過去３年間の状況（期末） 

 平成22年４月期 平成23年４月期 平成24年４月期 

始 値 113 円 113 円 180 円 

高 値 182 円 289 円 207 円 

安 値 95 円 56 円 92 円 

終 値 114 円 181 円 125 円 

 

② 近６ヶ月の状況 

 平成24年12月 平成25年１月 平成25年２月 

始 値 122 円 143 円 138 円 

高 値  287 円   161 円 148 円 
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安 値 117 円 127 円 106 円 

終 値 140 円 139 円 116 円 

 平成 25 年３月 平成 25 年４月 平成 25 年５月 

始 値 116 円 117 円 136 円 

高 値 131 円 144 円 138 円 

安 値 105 円 110 円 120 円 

終 値 117 円 138 円 128 円 

 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成25年５月17日 

始 値 127 円

高 値 128 円

安 値 123 円

終 値 128 円

 

以上 
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ご注意： 

この文書（参考書面を含みます。）は、当社の第５回新株予約権の発行に関して一般に公表する

ための公表文であり、特定の者に宛てて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きましては、本書面並びに平成25年５月

20日提出の有価証券届出書（URL: http://info.edinet-fsa.go.jp/）を熟読された上で、株主様

又は投資家様個人の責任において行うことをご理解いただければと存じます。この文書には、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ございますので予めご了承ください。 

なお、この文書は、日本国外における証券の募集又は購入の勧誘ではありません。上記新株予約

権の発行は、日本国外における証券法その他の法令（1933年米国証券法を含みます。）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もありません。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。 
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【ご参考】 

第５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５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25年５月30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25年５月31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１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 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、75円とする。 

(3) 本新株予約権の行使期間 

平成25年７月８日から平成25年７月29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。 

(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 
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本新株予約権の取得事由は定めない。 

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。 

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 

 


