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問合せ先 経営企画室 

電話番号 ０３－４５００－４２０８ 

 

コミットメント型ライツ・オファリング（上場型新株予約権の無償割当て） 

に関するご説明（Ｑ＆Ａ） 

 
2013 年 10 月 16 日付公表「コミットメント型ライツ・オファリング（上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」

（URL:http://www.re-adworks.com/ir/index02.html）においてお知らせいたしましたコミットメント型ライツ・オファリング（上場型新株予約権

の無償割当て）（以下「本ライツ・オファリング」といいます。）に関するＱ＆Ａ等につきましてまとめておりますので、ご参照くださいますようお

願いいたします。 
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本資料は、以下の方を対象に作成されております。 

 

1． 2013年（平成25年）10月25日時点において株主名簿に記載又は記録されている株主の皆様（当社の株主の皆様） 

2． 2013年10月25日時点において当社の普通株式をお持ちでなく、新たに本新株予約権の購入を検討されている皆様（一般の投資家の皆様） 

 

以下、本件で想定されるＱ＆Ａをまとめております。当社の株主の皆様及び一般の投資家の皆様におかれましては、本Ｑ＆Ａ及び2013年10月16日公

表の「コミットメント型ライツ・オファリング（上場新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」をご参照いただき、本ライツ・オファリングの

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お願い申し上げます。 

 

『Ｑ&Ａの目次』 

１．新株予約権無償割当てを利用したライツ・オファリングの基本的な仕組みについて・・・・・・P.３-９ 

２．本新株予約権の割当てについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10-11 

３．本新株予約権の行使について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12-15 

４．本新株予約権の売付けについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.16-17 

５．本新株予約権の買付けについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.18-19 

６．本新株予約権の当社による取得について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20-21 

７．税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22-23 

８．株主における大量保有報告書の提出義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.24-25 

（ご参考） 

  本件スケジュールについて・・・・・・・・・・・・・・・・P.26-30 

  MYスケジュールリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.31-32 
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１．新株予約権無償割当てを利用したライツ・オファリングの基本的な仕組みについて 

Question Answer 

Ｑ１－１ 

ライツ・オファリングの

概要について教えて欲し

い。 

Ａ１－１ 

ライツ・オファリングは株式会社の資金調達手法の一つであり、普通株式を目的とした新株予約権を株主に割り当てるものです。

本ライツ・オファリングについては１株の当社普通株式に１個の新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）が割り当てら

れ（本新株予約権の割当てを受けた者を「本新株予約権者」といいます。）、１個の本新株予約権の行使により 1株の当社普通株式

が交付されます。当社は、新株予約権の割当日の前営業日を株主確定日とし、当該株主確定日時点の株主にその持株数に応じて本

新株予約権を無償で付与し、交付された本新株予約権が行使期間において行使され行使価額の払込みを受けた場合に、当社普通株

式を交付します。本新株予約権は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の新株予約権の市場に上場

されるため（東京証券取引所からの上場承認を前提とします。以下同様です。）、本新株予約権の上場期間中、市場での売買が可能

です。 

Ｑ１－２ 

ライツ・オファリングの

特徴は、何か。 

Ａ１－２ 

ライツ・オファリングは、一般的な公募増資や第三者割当増資と異なり、既存株主の皆様が保有する当社普通株式の数に応じて無

償で新株予約権が割り当てられる点が特徴となります。また、株式の株主割当てや従来の新株予約権の無償割当てと異なり、割り

当てられた新株予約権が証券取引所において上場される点も特徴です。株式の株主割当てでは、株式を引き受ける権利の第三者へ

の譲渡が基本的に認められず、また、従来の新株予約権の無償割当てでは、割り当てられた新株予約権の売却の機会が実質的には

限られるため、新株予約権が割り当てられた株主はそれを行使するか失権させるかの二択を迫られることとなるものです。この点

において、ライツ・オファリングでは、新株予約権は証券取引所において上場され、市場取引による売却の選択肢が新株予約権者

に付与されているため、新株予約権の行使を望まない場合は、新株予約権を市場取引により売却しその対価を得ることができます。

Ｑ１－３ 

コミットメント型とノン

コミットメント型の相違

Ａ１－３ 

本ライツ・オファリングは、コミットメント型のライツ・オファリングに該当します。ノンコミットメント型のライツ・オファリ

ングと比較した場合、当社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「引受人」といいます。）との間で「株式会社エ
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とは何か。 ー・ディー・ワークス第 17 回新株予約権引受契約（以下「引受契約」といいます。）」を締結しているため、当初予定した金額の資

金調達を確実に実現できることがノンコミットメント型との大きな相違点です。 

すなわち、引受契約においては、2013 年 12 月２日（月）から 2013 年 12 月 13 日（金）までの行使期間（引受人以外の新株予約権

者の行使期間をいい、以下「一般投資家権利行使期間」といいます。）において本新株予約権者によって行使されなかった本新株予

約権は、当社が取得条項に基づき取得し、当社はその新株予約権を引受人に譲渡し、引受人はその新株予約権全てを自ら行使する

ことが予め確約されることとなります。 

これにより、本ライツ・オファリングにより割り当てられた本新株予約権は、本件の取締役会決議後、原則として全て行使される

こととなり、当社は当初予定した金額の資金調達を実現することができます。 

Ｑ１－４ 

新株予約権とは何か。 

Ａ１－４ 

新株予約権とは、その権利を保有する者（新株予約権者）が、行使期間において行使し行使価額（新株予約権の行使に際して払込

みを要する金額をいいます。）を払い込むことにより、発行会社から、その新株式の発行、又は自己株式の交付を受けることがで

きる権利をいいます。 

Ｑ１－５ 

本新株予約権の上場概要

について教えて欲しい。 

Ａ１－５ 

本ライツ・オファリングの株主確定日である 2013 年 10 月 25 日（金）の 終の株主名簿に記載又は記録された株主に本新株予約

権が無償で割り当てられます。また、当該株主確定日の翌営業日である 2013 年 10 月 28 日（月）から本新株予約権は、東京証券

取引所へ上場される予定であり、上場されている間は同市場での売買が可能となります。なお、本新株予約権の上場廃止日は 2013

年 12 月 9 日（月）を予定しておりますが、追って東京証券取引所より発表されます。同市場における売買 終日は、上場廃止日

の前営業日となりますが、売買の取次の詳細は、必ずご自身で、ご自身の取引先証券会社（各株主又は一般投資家の皆様が証券口

座をお持ちの証券会社をいい、以下「お取引先証券会社」といいます。）にお問い合わせください。 

本新株予約権の行使価額及び行使期間等の詳細な内容につきましては、当社の 2013 年 10 月 16 日付「コミットメント型ライツ・

オファリング（上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」本文をご参照ください。 

Ｑ１－６ 

新株予約権者には、どの

Ａ１－６ 

本新株予約権者の選択肢としては、大別して、 
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ような選択肢があるの

か。 

① 本新株予約権の行使 

② 本新株予約権の売却 

③ ①及び②のいずれも行わない 

の 3つが考えられます。なお、③の場合は、当社による取得条項に基づき、当社が取得することとなります。 

①  本新株予約権を行使する場合、行使価額（本新株予約権１個当たり 20 円）を（お取引先証券会社が手数料等を徴求する場

合は、当該手数料等と合わせて）払い込むことにより、当社普通株式１株を取得することとなります（詳細は下記「3.本新株

予約権の行使について」をご参照ください。）。 

②  本新株予約権を市場で売却する場合、本新株予約権の市場における約定価格から売買手数料等を差し引いた金額を得ること

ができますが、当社普通株式を取得することはできません（詳細は下記「4.本新株予約権の売り付けについて」をご参照くだ

さい。）。 

③  ①及び②のいずれも行わなかった場合、当社は、2013 年 12 月 18 日(水)、取得条項に基づき本新株予約権を取得し、取得す

る本新株予約権の新株予約権者の皆様に当社の株主名簿管理人である三菱 UFJ 信託銀行株式会社より「新株予約権処分代金領収

証（もしくは振替払出証書）が送付され、株式会社ゆうちょ銀行において、その領収証と引き換えに対価をお支払いすることに

となります。取得に当たっての対価は、2013 年 12 月 17 日の東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の売買高加重

平均価格（以下「VWAP 価格」という。）（同日に VWAP 価格が公表されなかった場合にはその日に先立つ直近日の VWAP 価格）か

ら 20 円を控除した額（負の数値である場合は０とする。）の 50％に相当する金額（１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り捨てるものとする。）に決定されます。このとき、本新株予約権が目的とする当社普通株式の VWAP 価格により、対価が０

円となる場合があります。 

なお、上記はあくまで本新株予約権が割り当てられた場合の一般的な選択肢を示したものであり、本新株予約権を行使するのか、

売却するのか、又は、行使も売却も行わずに取得条項に基づく当社による本新株予約権の取得によりその対価を受領するのかは、

本新株予約権者の皆様ご自身の投資判断によります。当社は本新株予約権に関して何らかの投資判断のアドバイスをすることはで

きませんので、予めご了承ください。本新株予約権者の皆様におかれましては、当社が 2013 年 10 月 16 日付で公表した「コミット

メント型ライツ・オファリング（上場型新株予約権の無償割り当て）に関するお知らせ」（URL：
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http://www.re-adworks.com/ir/index02.html）及びＥＤＩＮＥＴ（URL: http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）にて縦覧されて

いる当社の 2013 年 10 月 16 日付有価証券届出書等をご参照のうえ（なお、本新株予約権に関する目論見書は作成・交付されません。）

ご自身の責任において、本新株予約権に係る投資判断を行ってください。  

Ｑ１－７ 

単元未満株式を保有する

株主にはどのような選択

肢があるのか。 

 

Ａ１－７ 

ライツ・オファリングでは、当社の単元株式数である 100 株に満たない当社普通株式に対しても、１株の当社普通株式に対して１

個の本新株予約権が割り当てられます。 

ただし、東京証券取引所における本新株予約権の売買単位は 100 個ですので、100 個未満の本新株予約権を市場で売買することは

できません（なお、市場外での売買については売買単位による制約はありません。）。 

他方、本新株予約権の行使は１個単位から可能ですので、本新株予約権を行使することにより当社普通株式を取得することはでき

ます。 

Ｑ１－８ 

本新株予約権の行使価額

の設定理由について説明

して欲しい。 

Ａ１－８ 

2013 年 10 月 16 日付で公表した「コミットメント型ライツ・オファリング（上場新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」の

「５．発行条件の合理性」に記載のとおり、本新株予約権の行使価額を 20 円と設定しております（本新株予約権の発行決議日前日

の当社普通株式の終値の 28.6％に相当する金額となります。）。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、本新株

予約権の行使価額を設定しております。必ずしも当社が当社普通株式の１株当たりの株式価値を 20 円と考えているわけではない点

にご留意ください。 

Ｑ１－９ 

新株予約権無償割当てに

よる当社普通株式の権利

落ちの概要を教えて欲し

い。 

Ａ１－９ 

今回の新株予約権無償割当てによって、2013 年 10 月 23 日（水）から当社普通株式の株価に、権利落ちが反映されます。なお、ご

参考までに、東京証券取引所の「呼値の制限値幅に関する規則」では、権利落ち日の基準値段は[（権利付 終値＋新株払込金額）

÷（１＋新株割当率）]で計算することとされております。仮に、10 月 22 日（火）（権利付 終日）の当社普通株式の終値が 70 円

だった場合には、基準値段は 45 円（（70＋20）÷（1＋1））となります。 

なお、本新株予約権は、株主確定日である 2013 年 10 月 25 日（金）の 終の株主名簿に記載または記録された各株主の皆様に対し
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て無償で割り当てられますが、本新株予約権の割当てを受けることを目的として、新規に当社普通株式を取得する場合は、株主確

定日の 3営業日前の日である 2013 年 10 月 22 日（火）（権利付 終日）までに買付けを行っていただく必要があります。 

Ｑ１－１０ 

本新株予約権の行使によ

り当社普通株式が一斉に

交付されるのであれば、

株式価値が大きく希薄化

するのではないか。 

Ａ１－１０ 

本新株予約権は既存株主の皆様が保有する当社普通株式の数に応じて割り当てられるため、本新株予約権を全て行使した場合に

は、持分比率の希薄化は基本的に生じないものと考えております。 

また、本ライツ・オファリングによって、2013 年 10 月 23 日（水）から当社普通株式の株価に権利落ちが反映されますが、本新株

予約権は東京証券取引所へ上場される予定であり、本新株予約権の行使を希望しない場合には、上場後に本新株予約権を市場で売

却することにより希薄化による経済的損失をある程度軽減することができる設計となっております。 

Ｑ１－１１ 

筆頭株主は本新株予約権

を行使するのか。 

Ａ１－１１ 

当社代表取締役社長であり、かつ筆頭株主である田中秀夫（2013 年 10 月 16 日現在において当社の発行済株式総数の 20.0％を保

有しております。但し、有価証券処分信託契約に基づきみずほ信託銀行株式会社に信託した当社普通株式を除きます。）は、一般

投資家権利行使期間の期間内に、同氏に対して割り当てられる本新株予約権（株主確定日までに同氏の保有する当社株式数に変動

がないことを前提とすると 22,409,600 個）の全部について行使を行う意向を表明しております。 

また、平成 25 年５月 21 日付で同氏がみずほ信託銀行株式会社との間で締結した有価証券処分信託契約に基づき信託した当社普

通株式のうち、株主確定日現在で信託されている当社普通株式に割り当てられる本新株予約権の全部についても、上記同様に行使

を行う意向を表明しております。 

Ｑ１－１２ 

当社普通株式のるいとう

やミニ株の取扱いはどう

なるのか。 

Ａ１－１２ 

普通株式のるいとう及び株式ミニ投資の取扱いにつきましては、各株主の皆様のお取引先証券会社にお問合せください。 

Ｑ１－１３ 

外国居住株主による本新

Ａ１－１３ 

外国居住株主の皆様につきましては、本新株予約権の売買について制限を付しておりませんが、本新株予約権の行使は、下記「※
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株予約権の割当て、行使、

売買について制約がある

か。 

外国証券法の適用がない旨を確認する措置について」に記載の方法により外国証券法の適用がない旨を当社が確認できた場合を除

き、制限させていただくこととなります。 

これは外国居住株主の皆様に対して適用される証券法等の外国の法令上、本新株予約権の行使が、当該法令におきまして有価証券

等の募集行為に該当する可能性があり、外国居住株主の皆様による新株予約権の行使を認める場合、外国の法令に基づく当局への

登録等の手続きが必要となる可能性があるためです（現時点では米国においてそのような取扱いがなされる可能性があると理解し

ています。）。当社が、当該法令に基づき必要な登録等の手続きを行った場合には、多大な金銭的・事務的コストが発生することが

想定され、本ライツ・オファリングによる資金調達に支障を来す可能性がございます。また、外国居住株主の皆様に対して外国証

券法の適用の有無が確認できないことにより、当社が外国法を遵守した手続きを取ること自体が困難な状況が生じる可能性もござ

います。一方で、本新株予約権の証券取引所での売却につきましては制限を設けておらず、希薄化による経済的損失をある程度軽

減することができる設計となっております。 

但し、上記の当社の意向に拘らず、外国居住株主の皆様に対する各国の適用法令上、本新株予約権の割当て、行使、売買について

何らかの制約がある可能性がございますので、各外国居住株主の皆様においては、それぞれに適用される法令について、ご自身で

弁護士等にお問合せください。なお、株主の皆様において自らが外国居住株主に該当するか否かご判断するのが困難な場合におき

ましては、当社にて外国居住株主の該当性を確認させて頂きたいと考えておりますので、当社までお問合せください（０３－４５

００－４２０８）。 

 

※外国証券法の適用がない旨を確認する措置について 

本新株予約権の行使請求取次の依頼日（各証券会社が行使請求に要する事項の通知を発行要項記載の行使請求受付場所に行う日と

します。）から 7 営業日前までに、当該権利行使にかかる株主（実質的に当該新株予約権の行使の権限を有する者）が、外国証券

法の適用がない旨を証明した資料及び別途当社が指定する資料を当社に提供頂き、かつ当社にて当該事項が証明された旨を確認出

来た場合は、当該株主様につきましては、本新株予約権の行使を認めさせていただく場合がございます。その場合には、当社より

その旨書面にて通知いたしますので、その後に証券会社を通じて本新株予約権の行使請求を行っていただくこととなります。かか

る例外的措置を希望する外国居住株主の皆様につきましては、まずは事前に当社の問合せ先（０３－４５００－４２０８）までお
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電話でご相談ください。なお、当社の意向に係わらず、外国居住株主の皆様に対する各国の適用法令上、本新株予約権の割当て、

行使、売買について何らかの制約がある可能性はございますので、各外国居住株主の皆様においては、それぞれに適用される法令

について、事前に弁護士等にお問合せください。 

Ｑ１－１４ 

信用取引の処理（権利処

理、現引禁止の扱い等）

についてはどうなるか 

Ａ１－１４ 

信用取引に係る各種取扱いの詳細については、各お取引先証券会社へお問合せください。 

Ｑ１－１５ 

新株予約権割当てに伴う

公開買付規制について教

えて欲しい 

Ａ１－１５ 

本新株予約権の割当てを受ける行為は、新規に発行された有価証券を取得するものですので、原則として、新株予約権の取得を、

公開買付けにより行う必要はないと理解しております。しかし、本新株予約権の取得及びその他の株券等の取得が、金融商品取引

法第 27 条の２第１項第４号に規定する、いわゆる急速な買付けの要件を満たす場合については、例外的に本新株予約権の割当てを

受ける行為が公開買付規制の対象となる可能性があるため、ご留意いただく必要がございます。 

同項第４号に基づき公開買付けが強制されるのは、①３か月以内に、②総議決権数の 10％を超える数の株券等の取得を、株券等

の買付け等又は新規発行取得により行う場合であり、③そのうち総議決権数の 5％を超える数が特定売買等又は市場外取引（公開

買付けによるものを除きます。）による株券等の買付等であり、かつ、④株券等の買付等又は新規発行取得の後における買付者の株

券等所有割合が、その特別関係者（小規模所有者を除きます。）の株券等所有割合を合算して 3 分の 1を超える場合と規定されてい

ます。 

かかる規定によれば、本新株予約権の取得及びその他の株券等の取得により、株主（その特別関係者を含みます。）の株券等所有

割合が 3 分の 1 を超えることとなり、かつ、上記①乃至③を充たす場合は、公開買付規制に抵触する可能性があると理解しており

ますので、ご注意ください。詳細につきましては、各株主ご自身にて個別に弁護士等にお問合せください。 
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２．本新株予約権の割当てについて（2013年10月25日（金）時点の株主に本新株予約権の割当てがなされます。） 

Question Answer 

Ｑ２－１ 

保有株式に対して何個の

本新株予約権が割り当て

られるのか。 

Ａ２－１ 

本ライツ・オファリングの株主確定日の 終の株主名簿に記載又は記録された各株主の皆様の保有する当社普通株式数と同数の本

新株予約権が割り当てられることとなります。 

Ｑ２－２ 

本新株予約権の無償割当

てを受けるにはどうした

らよいか。 

Ａ２－２ 

本新株予約権の割当を受ける株主確定日は 2013 年 10 月 25 日（金）となっておりますので、同日の 終の株主名簿に記載又は記録

されていれば、特に手続を経ることなく本新株予約権の無償割当てを受けることができます。本新株予約権の無償割当てを受ける

権利が付いた当社普通株式の上場市場における 終売買日は、2013 年 10 月 22 日(火)となります。 

なお、本新株予約権は無償で割り当てられますので、本新株予約権の割当てを受けるためには代金をお支払いいただく必要はあり

ません（なお、本新株予約権を行使する場合には行使価額を（お取引先証券会社が手数料等を徴求する場合は、当該手数料等と合

わせて）お支払いただく必要があります。） 

Ｑ２－３ 

新株予約権証券は発行さ

れるのか。また、本新株

予約権の割当ての有無は

どのように確認すればよ

いのか。 

Ａ２－３ 

本新株予約権について、新株予約権証券は発行されません。当社としては、通常、新株予約権の割当を受ける株主確定日である 2013

年 10 月 25 日（金）の翌営業日に、当該株主確定日の 終の株主名簿に記載又は記録された各株主の皆様の証券口座に新株予約権

の残高が発生することになるものと理解しております。詳しくは、必ずご自身でお取引先証券会社等にお問い合わせください。 

Ｑ２－４ 

本新株予約権の無償割当

て後はどのような書類

が、いつどこに送付され

Ａ２－５ 

本ライツ・オファリングの株主確定日の約 3週間後（2013 年 11 月 15 日（金）前後）に、当該株主確定日の 終の株主名簿に記載

又は記録された各株主の皆様の住所等に、本新株予約権に係る株主割当通知書等が送付されます。なお、本新株予約権の行使及び

売買につきましては、割当通知書等を受領する前から可能であり、行使については 2013 年 12 月 2 日（月）から、売買については
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てくるのか。 2013 年 10 月 28 日（月）（本新株予約権の上場日（予定））からお取引ができます。本新株予約権の行使又は売買のお取引を希望さ

れる場合は、必ずご自身でお取引先証券会社にお問い合わせください 

Ｑ２－５ 

自己株式には本新株予約

権は割り当てられるの

か。 

Ａ２－５ 

会社法第 278 条第２項の規定により、当社が保有する自己株式には本新株予約権は割り当てられません。 
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３．本新株予約権の行使について（2013年12月2日(月）～2013年12月12日（木）の期間にて受付けております。） 

Question Answer 

Ｑ３－１ 

本新株予約権の行使価額

は、現株価に比べて、低

すぎる設定ではないか 

Ａ３－１ 

当社といたしましては、昨年のライツ・オファリングの実施から１年程度で今回のライツ・オファリングの実施を決議する中、ラ

イツ・オファリングの主旨に鑑み、本新株予約権の行使に際し、既存の株主様の金銭的なご負担を軽減しつつ、引き続き当社グル

ープの経営及び今後の成長性等にご理解、ご支援いただけることを念頭に置き、本新株予約権の行使価額の検討を進め、本新株予

約権１個あたり 20 円と決定いたしました。これにより、発行済株数の増加に伴う希薄化や株価下落等の増資におけるデメリットの

みが強調されることなく、行使いただける既存の株主様が増えることに繋がるものと考えております。 

Ｑ３－２ 

本新株予約権の行使手続

きはどのようなものか 

Ａ３－２ 

本新株予約権を行使する場合、証券会社によって手続きが異なる可能性がございますので、まずは各本新株予約権者の皆様ご自身

でお取引先証券会社にお問合せください。証券会社によっては、行使請求の受付について、書類（振替新株予約権行使請求取次依

頼書）のほか、電子的方法（パソコン等）、またはコールセンターにて受付けている場合がございます。 

以下は書面（振替新株予約権行使請求取次依頼書）で行使請求を受付けている証券会社における一般的な手続き方法となりますの

で、ご参考ください。 

（１）振替新株予約権行使請求取次依頼書の提出について 

振替新株予約権行使請求取次依頼書については以下の方法にて入手が可能です。（ただし、証券会社によって行使請求書の様式が異

なる場合がありますので、必ずご自身で、お取引先証券会社へお問い合わせください）。 

① 株主確定日である 2013 年 10 月 25 日（金）の 終の株主名簿に記載または記録された各株主の皆様には、株主確定日の約 3

週間後（2013 年 11 月 15 日（金）前後）に、各株主の皆様が証券会社に登録しております住所等に郵送にてお送りいたします。

② 当社のホームページからのダウンロードによる入手が可能です。 

（http://www.re-adworks.com/ir/index02.html） 

③ お取引先証券会社にお問合せの上、入手頂くことも可能です。 

次に、振替新株予約権行使請求取次依頼書に必要記載事項を記入、捺印のうえ、本新株予約権の残高が記録されているお取引先
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証券会社に対してご提出ください。なお、発行要項記載の行使請求受付場所（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部）では、本

新株予約権者の皆様から直接行使請求を受付けることはできませんので、ご注意ください。行使の手続に際しては、お取引先証券

会社を通じて行うことになります。 

 

（２）行使価額のお支払について 

お取引先証券会社に、権利行使を希望される本新株予約権の行使価額及び行使に係る証券会社宛支払の手数料（証券会社によって

異なりますので、お取引先証券会社にお問合せください。）をお振込みください。例えば、本新株予約権を 100 個保有している本新

株予約権者の皆様につきましては、下記で計算される金額をお振込みいただくこととなります。 

20 円（本新株予約権１個あたりの行使価額）×100 個（行使を希望する本新株予約権の個数）＋行使に関して証券会社に支払う手

数料 

但し、お取引先証券会社によって、行使に関して証券会社に支払う手数料、行使価額の支払い方法等が異なる場合がありますので、

詳細につきましては、各お取引先証券会社へお問合せください。 

Ｑ３－３ 

本新株予約権を行使した

場合、何株の株式が手に

入るのか。 

Ａ３－３ 

本新株予約権１個につき目的となる当社普通株式の数は 1 株となっております。従いまして、本新株予約権を行使する場合、本新

株予約権の残高が記録されている証券会社を通じて当社に行使価額（１個当たり 20 円）を（お取引先証券会社が手数料等を徴求す

る場合は、当該手数料等と合わせて）払い込むことにより、行使した本新株予約権の個数と同数の当社普通株式を取得することと

なります。なお、本新株予約権の行使は、１個単位から可能となります。 

Ｑ３－４ 

保有する複数の本新株予

約権（例えば 1,000 個）

のうち、その一部（例え

ば 500 個）を行使するこ

とはできるのか。 

Ａ３－４ 

本新株予約権の行使は１個単位から可能となっておりますので、各本新株予約権者の皆様が複数の本新株予約権を保有する場合に、

その一部の本新株予約権のみを１個単位で行使することは可能です。従いまして、例えば、1,000 個の本新株予約権を保有する本

新株予約権者が、そのうち 500 個のみを行使し、残りの 500 個は市場で売却することなども可能です。 

なお、本新株予約権の発行要項第５項において、「各本新株予約権の一部行使はできない」旨規定されておりますが、ここでいう「一

部行使」とは、１個の本新株予約権の一部（例えば 0.5 個の本新株予約権）のみを行使することができない旨を定めるものであり、
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複数の本新株予約権を保有する場合に、その一部の本新株予約権のみを１個単位で行使することを禁止する趣旨ではありません。

ただし、当社普通株式の市場での売買単位は 100 株となっているため、本新株予約権の行使の結果、交付される当社普通株式の数

が 100 株未満である場合には、当該株式については市場での売買は行えませんのでご留意ください。 

Ｑ３－５ 

１個の本新株予約権の一

部（例 0.5 個）を行使す

ることはできるのか。 

Ａ３－５ 

本新株予約権の発行要項第５項において「各本新株予約権の一部行使はできない」旨定められており、１個の本新株予約権の一部

（例えば 0.5 個の本新株予約権）のみを行使することはできません。なお、先述のように 1,000 個中 500 個の行使等を禁止する趣

旨ではありません。 

Ｑ３－６ 

本新株予約権の権利行使

はいつまで可能なのか。 

 

Ａ３－６ 

引受人以外の本新株予約権者の皆様が本新株予約権を行使できる期間は、原則、2013 年 12 月 2 日(月)から同年 12 月 12 日（木）

までとなっております（発行要項に記載している本新株予約権の権利行使期間よりも早く終わります）。ただし、お取引先証券会社

によっては行使請求の受付期間がこれとは異なる場合がありますので、お取引先証券会社の行使請求受付期間につき、必ずご自身

で、お取引先証券会社にお問い合わせください。原則として、2013 年 12 月 12 日（木）の営業時間内に、振替新株予約権行使請求

取次依頼書が証券会社に到着し（証券会社によっては、行使請求の受付について、書類（振替新株予約権行使請求取次依頼書）の

ほか、電子的方法（パソコン等）、またはコールセンターにて受付けている場合がございますので各本新株予約権者の皆様ご自身に

てご確認ください）、受理がなされ、かつ、証券会社にて行使価額の払込みの完了を確認することが要されますのでご注意ください。

また、お取引先証券会社によって行使請求の受付期間が更に短縮化されている場合がありますので、行使請求受付期間につきまし

ては、必ず各お取引先証券会社へお問合せください。 

Ｑ３－７ 

新株予約権の行使価額の

払込み（支払い）方法に

ついて教えて欲しい。 

Ａ３－７ 

各お取引先証券会社に直接お支払いいただくことになります。お取引先証券会社によって行使価額の支払方法が異なる場合があり

ますので、具体的な支払方法につきましては、必ずご自身で各お取引先証券会社へお問合せください。 
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Ｑ３－８ 

株式が手に入るのはいつ

か。 

Ａ３－８ 

原則として、取扱いの証券会社にて本新株予約権の権利行使の振替新株予約権行使請求取次依頼書の受理（証券会社によっては、

行使請求の受付について、書類（振替新株予約権行使請求取次依頼書）のほか、電子的方法（パソコン等）、またはコールセンター

にて受付けている場合がございますので各本新株予約権者の皆様ご自身にてご確認ください）及び行使価額の払込みの完了が確認

出来た日から 4 営業日目に、各本新株予約権者の皆様のお取引先証券会社における証券口座に交付される当社普通株式の残高が記

録され、売買が可能となります。但しお取引先証券会社によって手続きが異なる場合がありますので、必ずご自身で各お取引先証

券会社へお問合せください。 

Ｑ３－９ 

本新株予約権の行使によ

り生じる費用について教

えて欲しい。 

Ａ３－９ 

本新株予約権の行使に関して発生する費用は証券会社によって異なる場合がありますので、必ずご自身で、お取引先証券会社にお

問い合わせください。 
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４．本新株予約権の売付けについて（2013年10月28日（月）から2013年12月6日（金）（予定）の期間にてお取引が可能です。） 

Question Answer 

Ｑ４－１ 

本新株予約権を市場で売

却する場合、どのような

手続きをすればよいの

か。 

Ａ４－１ 

当社としては、本新株予約権については、証券会社を通じて市場で売却することが可能であります。詳しいことにつきましては、

必ずご自身で、お取引先証券会社にお問い合わせください。 

但し、外国居住株主の皆様に対する適用法令上、本新株予約権の割当て、行使、売買について制約がある可能性がございますので、

外国居住株主の皆様によるお取引或いは国内居住の株主の皆様が外国居住株主の皆様へ相対取引にて売却する場合においては、そ

れぞれに適用される法令の弁護士等にお問合せください。また、外国居住株主の皆様によるお取引については「Ｑ１－１３ 外国

居住株主による本新株予約権の割当て、行使、売買について制約があるか。」を併せてご確認ください。 

Ｑ４－２ 

本新株予約権の市場にお

ける売買単位はどうなる

のか。 

Ａ４－２ 

本新株予約権の売買単位は 100 個ですので、100 個未満の本新株予約権を市場で売買することはできません（なお、市場外での売

買については売買単位による制約はありません。）。 

Ｑ４－３ 

単元未満株に割り当てら

れた本新株予約権を行使

した結果交付される株式

は売買できるのか。 

Ａ４－３ 

当社普通株式の売買単位は 100 株ですので、100 株未満の当社普通株式を市場で売買することはできません（なお、市場外での売

買については売買単位による制約はありません。）。 

Ｑ４－４ 

本新株予約権を市場で売

却した場合、いくら手に

入るのか。 

Ａ４－４ 

本新株予約権の市場における約定価格から売買手数料等を差し引いた金額になります。 
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Ｑ４－５ 

本新株予約権を市場で売

却した場合、代金はいつ

手に入るのか。 

Ａ４－５ 

約定日の 3営業日後に各本新株予約権者の皆様のお取引先証券会社における口座に入金されます。ただし、本新株予約権の売却に

つきましては、証券会社によって取扱いが異なる場合がありますので、必ずご自身で、お取引先証券会社にお問い合わせください。

Ｑ４－６ 

本新株予約権の市場での

売買により生じる費用に

ついて教えて欲しい。 

Ａ４－６ 

本新株予約権の市場での売買に際しては、お取引先証券会社に支払う売買手数料が発生します（具体的な手数料の金額については、

必ずご自身で、お取引先証券会社にお問い合わせください。）。本新株予約権を市場で売却する場合、証券会社への売買手数料が生

じます。具体的な手数料の金額については、各お取引先証券会社にお問合せください。 

Ｑ４－７ 

本新株予約権の売付け可

能期間（本新株予約権が

上場する期間）はいつま

でか。 

Ａ４－７ 

本新株予約権につきましては、2013 年 10 月 28 日（月）から東京証券取引所へ上場される予定であり、各本新株予約者の皆様にて

売付けが可能となります。なお、売買可能期間の 終日につきましては、2013 年 12 月 6 日（金）頃となる予定です。但し、証券

会社によっては受付期間及び手続き方法等が異なる場合がございますので、早い段階で、お取引先証券会社までお問合せいただく

ことを推奨いたします。また、当該期間につきましては、後日東京証券取引所から正式な日程の発表がなされ、当社でもプレスリ

リースにて公表をする予定ですので、改めて当該プレスリリースをご確認ください。 
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５．本新株予約権の買付けについて（2013年10月28日（月）から2013年12月6日（金）（予定）の期間にてお取引が可能です。） 

Question Answer 

Ｑ５－１ 

本新株予約権を市場で

買付ける手続きについ

てはどうか。 

Ａ５－１ 

本新株予約権の市場での買付けについては、各本新株予約権者の皆様のお取引先証券会社を通じて可能となります。但し、本新株

予約権の買付けの手続き等につきましては、お取引先証券会社によって取扱いが異なる場合がありますので、必ず各株主の皆様及

び各一般投資家の皆様ご自身で、各お取引先証券会社へお問合せください。 

Ｑ５－２ 

本新株予約権の買付け

可能期間（本新株予約権

が上場する期間）はいつ

か。 

Ａ５－２ 

本新株予約権につきましては、2013 年 10 月 28 日（月）から東京証券取引所へ上場される予定であり、各本新株予約権者の皆様に

て売買のお取引が可能となります。なお、上場期間の 終日につきましては、2013 年 12 月 6 日（金）です。但し、証券会社によっ

ては受付期間及び手続き方法等が異なる場合がございますので、早い段階で、お取引先証券会社までお問合せいただくことを推奨

いたします。また、当該期間につきましては、後日東京証券取引所から正式な日程の発表がなされ、当社からもプレスリリースに

て公表をする予定です。皆様におかれましては改めて当該プレスリリースをご確認ください。 

Ｑ５－３ 

本新株予約権の買付け

を受付けている証券会

社はどこか。 

Ａ５－３ 

本新株予約権の買付の取次を行う証券会社につきましては、別途プレスリリースにて公表させていただく予定でございます（当社

のホームページにおいても、順次掲載する予定です）。各証券会社によって、買付けの取次ぎの手続きが異なる可能性がありますの

で、事前に皆様方におかれましては、各証券会社に個別にお問合せください。 

Ｑ５－４ 

本新株予約権の市場売

買単位はいくらか。 

Ａ５－４ 

上場されている当社普通株式の売買単位と同じ 100 個単位となります。100 個単位未満の本新株予約権につきましては、市場で売買

することはできません。 

Ｑ５－５ 

本新株予約権を市場で

売買した場合の手数料

はどうなるか。 

Ａ５－５ 

本新株予約権の市場での売買に際しては、お取引先証券会社に支払う売買手数料が発生します。具体的な手数料の金額については

各本新株予約権者の皆様ご自身で、各お取引先証券会社にお問合せください。 
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Ｑ５－６ 

本新株予約権を市場取

引で取得した後、行使ま

での手続きについて教

えて欲しい 

Ａ５－６ 

市場で取得した本新株予約権は約定日から 3 営業日後に受渡しとなります。かかる本新株予約権の行使に関する手続きは、当初割

り当てられた本新株予約権の行使と同様ですので、上記「Ｑ3． 本新株予約権の行使について」をご参照ください。但し、お取引

先証券会社によって手続きが異なる場合がございますので、必ず各本新株予約権者の皆様ご自身で、各お取引先証券会社へお問合

せください。 

Ｑ５－７ 

本新株予約権の買付け

に伴う公開買付規制に

ついて教えて欲しい 

Ａ５－７ 

本新株予約権につきましては、東京証券取引所の市場を通さずに、相対にて本新株予約権者から買付けいただくことも可能である

との理解です。但し、当該方法により買付けを行う場合につきましては、買付けの期間、買付けの相手方の人数、買付ける本新株

予約権の個数によっては、金融商品取引法第 27 条の２第１項各号の何れかに該当し、公開買付けの手続きが必要となる可能性もご

ざいますので、ご注意ください。詳細につきましては、ご自身にて個別に弁護士等にお問合せください。 
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６．本新株予約権の当社による取得について 

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ Ａｎｓｗｅｒ 

Ｑ６－１ 

未行使の本新株予約権

はどうなるのか。 

Ａ６－１ 

一般投資家権利行使期間（2013 年 12 月 2 日（月）～2013 年 12 月 13 日（金））において、本新株予約権者によって行使されなか

った本新株予約権は全て、2013 年 12 月 18 日（水）に当社が取得し、取得する本新株予約権に係る本新株予約権者の皆様に、取得

の対価として、本新株予約権の発行要項第５項（７）に定める交付価格の金銭を支払うこととなります。 

Ｑ６－２ 

本新株予約権の交付価

格はどのように決定さ

れるのか。 

Ａ６－２ 

本新株予約権 1 個当たりの交付価格は、2013 年 12 月 17 日（火）の東京証券取引所が公表する当社普通株式の VWAP 価格（同日に

VWAP 価格が公表されなかった場合にはその日に先立つ直近日の VWAP 価格）から 20 円を控除した額（負の数値である場合は０とす

る。）の 50％に相当する金額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。）となります。 

Ｑ６－３ 

本新株予約権の交付価

格の金銭はどのように

支払われるのか。 

Ａ６－３ 

交付価格の金銭は、未行使の本新株予約権に係る本新株予約権者に対して支払われますが、実際の支払時期は 2013 年 2 月上旬以降

を予定しております。 

Ｑ６－４ 

取得された本新株予約

権はどうなるのか。 

Ａ６－４ 

当社が取得条項に基づき取得した未行使の本新株予約権は、引受人との間の引受契約に基づき、2013 年 12 月 19 日（木）に、引受

人に全て譲渡され、2013 年 12 月 20 日（金）までに引受人がその本新株予約権の全てを行使することが予定されています。 

Ｑ６－５ 

引受人への譲渡価格は

どのように決定される

のか。 

Ａ６－５ 

引受人への本新株予約権 1 個当たりの譲渡価格は、2013 年 12 月 17 日（火）の東京証券取引所が公表する当社普通株式の VWAP 価格

（同日に VWAP 価格が公表されなかった場合にはその日に先立つ直近日の VWAP 価格）から 20 円を控除した額（負の数値である場合

は０とする。）の 50％に相当する金額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。）となります。 
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Ｑ６－６ 

引受人は、必ず、当社よ

り取得した本新株予約

権の権利行使を行うの

か。 

Ａ６－６ 

引受人は、引受契約に基づき、2013 年 12 月 20 日（金）までに、原則として、当社より取得した本新株予約権の全てを行使します。

但し、引受契約等に定める義務に関して当社による重大な違反がある場合又は当社の業績に悪影響を及ぼす重大な事態が発生した

場合等においては、引受人による本新株予約権の譲受け及び行使が行われず、又は引受契約が解除される可能性があります。 
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７．税金について 

本項目では、本新株予約権に係る税務上の取扱い等のうち、個人に関するものについての当社の考えをお示しいたします。 

ただし、個人及び法人とも、株主の皆様及び本新株予約権者の皆様の本新株予約権に係る税務上の取扱い及び証券口座に係る取扱いについては、ご自身の責任

におきまして、税理士等の専門家及びお取引先証券会社にご確認くださいますようお願い致します。 

また、外国居住者の皆様に対する適用法令上、本新株予約権に係る税務上の取扱いが異なる可能性がございますので、各外国居住者の皆様においては、それぞ

れに適用される法令の弁護士又は税理士等にお問い合わせください。 

Question Answer 

Ｑ７－１ 

本新株予約権は特定口

座と一般口座のどちら

の口座に入るのか。 

Ａ７－１ 

本新株予約権を当社からの無償割当てにより取得する場合、各株主が保有している当社普通株式が、特定口座と一般口座のいずれ

で管理されているかにかかわらず、本新株予約権は特定口座に受け入れることができます。また、本新株予約権を市場の売買によ

り取得する場合、本新株予約権は特定口座に受け入れることができます。 

さらに、特定口座で管理する本新株予約権の行使により交付される当社普通株式は、その行使の時にその交付される普通株式の全

てを特定口座に受け入れる場合には、その特定口座に受け入れることができます。 

なお、証券会社によって取扱いが異なる場合がございますので、詳細はお取引先証券会社にお問い合わせください。 

Ｑ７－２ 

本新株予約権を譲渡し

た場合の税金はどうな

るのか。 

Ａ７－２ 

無償割当てにより取得した本新株予約権の取得価額は、原則として０円となり、市場での売買により取得した本新株予約権の取得

価額は取得に要した費用（売買手数料等を含みます。）となります。本新株予約権を証券会社への売委託によって譲渡した場合、譲

渡価額から取得価額及び譲渡に要した費用（消費税等を含みます。）を差し引いた金額が譲渡益として課税対象になります。 

＊１ 2013 年中の譲渡益に対する税率は、10％（所得税 7％、住民税 3％）になり、また、所得税額に対し 2.1％の復興特別所得税

が別途課税されます。 

＊２ 2014 年以後の譲渡益に対する税率は、20％（所得税 15％、住民税 5％）になります。また、2037 年（平成 49 年）12 月 31

日までの間は、所得税額に対し 2.1％の復興特別所得税が別途課税されます。お取引の際には、ご自身で税理士等の専門家或いは

お取引先証券会社にお問合せください。 
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Ｑ７－３ 

一般口座で管理される

本新株予約権を証券会

社への売委託によって

譲渡した場合、確定申告

が必要となるのか。 

Ａ７－３ 

当社は、確定申告が必要となる場合があると理解しておりますので、ご注意ください。お取引の際には、ご自身で税理士等の専門

家或いはお取引先証券会社にお問合せください。 

Ｑ７－４ 

本新株予約権の行使に

より新たに取得した当

社普通株式の取得価額

はいくらになるのか。 

Ａ７－４ 

本新株予約権の取得方法に応じ次のとおりとなります。 

① 無償割当てにより取得した本新株予約権の行使による場合 

「権利行使による１株当たりの払込金額」×「権利行使により取得した株式数」により算出した額になります。 

② 市場の売買により取得した本新株予約権の行使による場合 

「権利行使による１株当たりの払込金額」＋（「本新株予約権の行使直前の取得価額（取得に要した売買手数料等を含みます。）」÷

「権利行使により取得した株式数」）により算出した１株当たりの取得価額に対し「権利行使により取得した株式数」を乗じた額に

なります。 

なお、株主の皆様が本ライツ･オファリングの前から保有する当社普通株式について、新株予約権無償割当てに係る権利落ちが株価

に反映されますが、当該当社普通株式の課税上の取得価額には反映されません。 

Ｑ７－５ 

未行使の本新株予約権

は上場廃止後、取得条項

に基づき発行会社に取

得されるが、この場合の

課税関係はどうなるの

か。 

Ａ７－５ 

未行使の本新株予約権は、取得条項に基づき当社が未行使の本新株予約権を保有する本新株予約権者の皆様から取得しますが、こ

の場合、当社による本新株予約権の取得価額から各株主の皆様の取得価額を控除した額が本新株予約権の譲渡益として課税されま

す（当社による本新株予約権の取得価額から各株主の皆様の取得価額を控除した額が０未満の場合は譲渡損となります。）。 また、

当社が取得する本新株予約権は上場廃止となった時点で特定口座から払い出されますので、特定口座の計算対象にはなりません。

＊ １ 非上場の新株予約権の譲渡益に対する税率は、20％（所得税 15％、住民税 5％）になります。また、2037 年（平成 49 年）

12 月 31 日までの間は、所得税額に対し 2.1％の復興特別所得税が別途課税されます。 
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８．大量保有報告書等の提出義務について 

Question Answer 

Ｑ８－１ 

本新株予約権割当時にお

ける大量保有報告書の提

出義務 

Ａ８－１ 

現行の法制度に基づきますと、一定のコミットメント型ライツ・オファリングにおいて、無償割当てにより取得した新株予約権に

ついては、大量保有報告制度における株券等保有割合の計算上、株式の数ないし潜在株式の数に含まれないため、割当ての事実だ

けを以っては大量保有報告書ないし変更報告書の提出は不要であると理解しております。株券等保有割合の計算及び大量保有報告

書等の提出義務の存否の判断は、各株主様の責任において行っていただきますよう、お願いいたします。 

Ｑ８－２ 

新株予約権行使期間中に

おける大量保有報告書の

提出義務 

Ａ８－２ 

本新株予約権の行使期間においては、他の株主様の新株予約権の行使に伴い、当社の発行済株式総数は変動いたします。但し現行

制度上、既存株主に割り当てられた新株予約権については、株主様が当該新株予約権を行使するまでの間は、株券等保有割合の計

算において加算されず、他の本新株予約権者により本新株予約権が行使されたとしても、当該本新株予約権者の保有する株券等の

総数には変更がないため、変更報告書の提出は不要であると理解しております。株券等保有割合の計算及び大量保有報告書等の提

出義務の存否の判断は、各株主様の責任において行っていただきますよう、お願いいたします。 

Ｑ８－３ 

新株予約権行使時におけ

る大量保有報告書の提出

義務 

Ａ８－３ 

現行の法制度に基づきますと、コミットメント型ライツ・オファリングにおいて、株主様が無償割当てを行われた新株予約権を行

使した時点で、株券等保有割合の計算上保有株式として加算されることとなります。本新株予約権の行使により、①株券等保有割

合が 5％を超えるケースでは大量保有報告書を提出する必要が生じ、また②大量保有報告書提出者の株券等保有割合について、直

近の大量保有報告（ないし変更報告書）に記載された株券等保有割合よりも 1％以上の増減があったケースでは変更報告書の提出

義務が生じるものと理解しております。詳しくは、株主様の弁護士に相談してください。株券等保有割合の計算及び大量保有報告

書の提出義務の存否の判断は、株主様の責任において行っていただきますよう、お願いいたします。 

Ｑ８－４ 

新株予約権の売買時にお

ける大量保有報告書の提

Ａ８－４ 

現行の法制度に基づきますと、本新株予約権の売買を行った場合において、株券等の保有者の株券等保有割合が 5％を超える場合

には、大量保有報告書の提出義務（金融商品取引法第 27 条の 23）が、また、大量保有報告書の提出者の株券等保有割合が１％以
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出義務について教えて欲

しい。 

上増減した場合には、変更報告書の提出義務(金融商品取引法第 27 条の 25)が発生する可能性があると理解しております。詳しく

は、株主様の弁護士に相談してください。株券等保有割合の計算及び大量保有報告書の提出義務の存否は、株主様の責任において

行っていただきますよう、お願いいたします。 

Ｑ８－５ 

行使期間終了時における

大量保有報告書の提出義

務について教えて欲し

い。 

Ａ８－５ 

現行の法制度に基づきますと、当社による残存新株予約権の取得の日である 2013 年 12 月 18 日（水）において、直近の発行済株式

総数に基づき、従来からの大量保有報告書の提出者の株券等保有割合が１%以上増減した場合には、変更報告書の提出義務(金融商

品取引法第 27 条の 25)が発生する可能性がございます。 
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『本件スケジュールについて』 

項目 

2013 年 10 月 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 

新株予約権割当の権利付

終買付け日 
                                     

株主確定日                                      

新株予約権売買可能期間

(上場期間)(予定) 
                                     

新株予約権割当通知の到

着予定日 
                                     

新株予約権権利行使受付

期間（※） 
                                     

※受付とは、所定の振替新株予約権行使請求取次依頼書の受理（証券会社によっては、行使請求の受付について、書類（振替新株予約権行使請求取次依頼書）のほか、電子的

方法（パソコン等）、またはコールセンターにて受付けている場合がございますので各株主の皆様ご自身にてご確認ください）及び行使価額（行使に係る証券会社宛支払の

手数料を含む）の着金の両方が証券会社にて確認出来ることを意味しております。 
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項目 

2013 年 11 月 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

新株予約権割当の権利付 終

買付け日 
                                   

株主確定日                                    

新株予約権売買可能期間（上

場期間）(予定) 
                                   

新株予約権割当通知の到着予

定日 
                                   

新株予約権権利行使受付期間

（※） 
                                   

※受付とは、所定の振替新株予約権行使請求取次依頼書の受理（証券会社によっては、行使請求の受付について、書類（振替新株予約権行使請求取次依頼書）のほか、電子

的方法（パソコン等）、またはコールセンターにて受付けている場合がございますので各株主の皆様ご自身にてご確認ください）及び行使価額（行使に係る証券会社宛支払

の手数料を含む）の着金の両方が証券会社にて確認出来ることを意味しております。 
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項目 

2013 年 12 月 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 

新株予約権割当の権利付 終

買付け日 
                                 

 
  

株主確定日                                  
 

  

新株予約権売買可能期間（上

場期間）(予定) 
                                 

 
  

新株予約権割当通知の到着予

定日 
                                 

 
  

新株予約権権利行使受付期間

（※） 
                                 

 
  

※受付とは、所定の振替新株予約権行使請求取次依頼書の受理（証券会社によっては、行使請求の受付について、書類（振替新株予約権行使請求取次依頼書）のほか、電子的方

法（パソコン等）、またはコールセンターにて受付けている場合がございますので各株主の皆様ご自身にてご確認ください）及び行使価額（行使に係る証券会社宛支払の手数

料を含む）の着金の両方が証券会社にて確認出来ることを意味しております。 



 

29 
 

「新株予約権割当の権利付 終買付け日」 

2013 年 10 月 22 日（火） 

本新株予約権の割当てを受けることを目的として、新規に当社普通株式を取得する場合は、株主確定日の３営業日前の日である 2013 年 10 月 22 日（火）（権利付

終日）までに買付けを行っていただく必要があります。 

 

「新株予約権割当株主の確定日」 

2013 年 10 月 25 日（金） 

同日の 終の株主名簿に記載または記録されていれば、特に手続きを経ることなく本新株予約権の無償割当てを受けることができます。 

 

「新株予約権売買可能期間（上場期間）(予定)」 

2013 年 10 月 28 日（月）から 2013 年 12 月 6 日（金）（予定） 

本新株予約権につきましては、2013 年 10 月 28 日（月）から東京証券取引所へ上場される予定であり、各株主の皆様にて売付けが可能となります。なお、上場期

間の 終日につきましては、2013 年 12 月 6 日（金）の予定です。当該期間につきましては、後日東京証券取引所から正式な日程の発表がなされる予定です。当

社でもプレスリリースにて公表をする予定ですので、皆様におかれましては改めて当該プレスリリースをご確認頂ければと存じます。 

 

「新株予約権割当通知の到着予定日について」 

2013 年 11 月 15 日（金） 

各株主の皆様の住所等を送付先として、本新株予約権に係る株主割当通知書等が送付されます。なお、本新株予約権の売買につきましては、当該書面等を受領す

る前の時点から可能であり、本新株予約権の上場日（予定）である 2013 年 10 月 28 日（月）からお取引ができます。本新株予約権の売買のお取引を希望される

株主の皆様は、ご自身で各お取引先証券会社へお問合せください。 
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「新株予約権権利行使受付期間(予定)について」 

2013 年 12 月 2 日（月）～2013 年 12 月 12 日（木）まで 

本新株予約権の権利行使受付期間は、2013 年 12 月 2 日(月)から同年 12 月 12 日（木）までとなります（発行要項上は同年 12 月 13 日（金）までとなりますが、

証券会社にて実際に権利行使の取次業務を行う日は実務上の都合により短縮されておりますのでご注意ください。）。但し、各証券会社にて行使取次の受付可能期

間が異なる可能性があります。行使を希望する本新株予約権者の皆様につきましては、原則として、2013 年 12 月 12 日（木）の営業時間までに、所定の振替新株

予約権行使請求取次依頼書（証券会社によっては、行使請求の受付について、書類（振替新株予約権行使請求取次依頼書）のほか、電子的方法（パソコン等）、

またはコールセンターにて受付けている場合がございますので各本新株予約権者の皆様ご自身にてご確認ください）が証券会社に到着し、受理がなされ、かつ、

証券会社にて行使価額（行使に係る証券会社宛支払の手数料を含みます）の着金を確認することが要されますのでご注意ください。また、お取引先証券会社によ

って行使請求の受付期間が更に短縮化されている場合がありますので、行使請求受付期間につきましては、必ず各本新株予約権者の皆様ご自身で、各お取引先証

券会社へお問合せください。 
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『ＭＹスケジュールリスト』 

主なスケジュールを以下の表に記載しておりますので、株主の皆様ご自身のスケジュールをご記入いただき、適宜ご利用ください。なお、詳細につきましては必ず

各本新株予約権者の皆様ご自身（ご本人）で、お取引先証券会社へお問合せください。 

１．行使の場合 （本新株予約権を行使して当社普通株式を取得する場合） 

行使にあたって行っていただくこと 日程 皆様の予定日（ご記入下さい）

新株予約権の付与 2013 年 10 月 28 日（月）に自動的に付与  

お取引先証券会社へのお問合せ 2013 年 10 月 17 日（木）以降お早めにお問合せください。行使取

次ぎや売買可能期間については、必ずお取引先証券会社にご確認

ください。 

※証券会社によって、受付期間及び手続き方法等が異なる場合が

ございますのでご注意下さい。 

 

振替新株予約権行使請求取次依頼書の提出（証券会社に

よっては、行使請求の受付について、書類（振替新株予

約権行使請求取次依頼書）のほか、電子的方法（パソコ

ン等）、またはコールセンターにて受付けている場合が

ございますので各株主の皆様ご自身にてご確認くださ

い） 

2013 年 12 月 2 日（月）～2013 年 12 月 12 日（木）まで（営業時

間内に証券会社必着） 

 

行使価額（行使に係る証券会社宛支払の手数料を含む）

の支払い 

2013 年 12 月 2 日（月）～2013 年 12 月 12 日（木）まで（営業時

間内に証券会社で着金確認完了） 

 

当社株式の取得 証券会社にて振替新株予約権行使請求取次依頼書の受理（証券会

社によっては、行使請求の受付について、書類（振替新株予約権

行使請求取次依頼書）のほか、電子的方法（パソコン等）、または

コールセンターにて受付けている場合がございますので各株主の
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皆様ご自身にてご確認ください）並びに行使価額着金（行使に係

る証券会社宛支払の手数料を含む）の両者確認後４営業日が目安 

２．売却の場合 （本新株予約権を売却して売却代金を得る場合） 

売却にあたって行っていただくこと 日程 皆様の予定日（ご記入下さい）

新株予約権の付与 2013 年 10 月 28 日（月）に自動的に付与  

お取引先証券会社へのお問合せ 2013 年 10 月 17 日（木）以降なるべくお早めにお問合せください。

売買可能期間については、必ずお取引先証券会社にご確認くださ

い。 

※証券会社によっては受付期間及び手続き方法等が異なる場合が

ございますのでご注意下さい。 

 

本新株予約権の売付け取次の依頼 2013 年 10 月 28 日（月）から 2013 年 12 月 6 日（金）（本新株予約

権 終売買日予定） 

 

＜上記以外のご質問およびお問合せ先＞ 

株式会社エー・ディー・ワークス 経営企画室 

03-4500-4208（土・日・祝日を除く平日 9：00～18：00） 

ご注意： 

この文書（参考書面を含みます。）は、当社の第17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、売買または当社による取得に係る投資判断については、本件に係る2013年10月16日付「コミットメント型ライツ・

オファリング（上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」（URL:http://www.re-adworks.com/ir/index02.html）並びにＥＤＩＮＥＴより、有価証券届出

書（URL:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）を熟読されたうえで、株主または投資家個人の責任において行ってください。なお、この文書は、日本国外におけ

る証券の募集また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 年米国証券法を含む）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または登録義務からの適用除外を受ける

場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。                                          以上 


