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当社ライツ・オファリングの概要について

平成26年1月16日（木）時点で当社の株主名簿に記載又は記録された株主様に対し、新株予約権（当社株式を取得する

ことができる権利）を1株につき1個、無償で割り当ていたします。

（株主様は新株予約権の割り当てを受けるための特別な手続きは必要ありません）

割り当てを受けた株主様は、この新株予約権1個につき、31円（＋証券会社手数料）の行使代金をお支払いいただくこと

により、当社普通株式1株を取得することができます。

新株予約権は、東京証券取引所に上場される予定でありますので、株主様としては、上記のように新株予約権を行使し

て当社株式を取得するか、または（行使せず）新株予約権を市場で売却して売却代金を得るかの選択肢があります。

予約権当社株式

当社普通株式保有者 新株予約権
無償割り当て

市場で売却
（東証）

行使 当社株式

当社株式
入手

売却代金入手

行使代金
払い込み

（同数）
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【新株予約権割り当ての権利取得】平成26年1月16日（木）時点で当社の株主名簿に記載又は記録された株主様には、

自動的に新株予約権が割り当てられます。

（新株予約権割り当ての権利付最終売買日は3営業日前の1月10日（金）となりますのでご注意ください。）

【新株予約権行使の日程】一方、新株予約権の行使可能期間は2月20日（木）～3月14日（金）までとなっています。

ただし、行使を実行して株式を入手するためには、標準的な処理日程を考慮すると、取引先証券会社における行使手

続※を、前日（即ち3月13日（木））の営業時間内に終了する必要があります。

（※行使請求取次依頼書の提出＋行使代金の払い込みを指します）

【新株予約権売買の日程】割り当てを受けた新株予約権は、1月17日（金）に東証に上場される予定ですが、上場されま

すと同日から上場廃止日の前営業日である3月7日（金）まで売買が可能です。

日程について

新株予約権の売買可能期間

新株予約権の行使期間

当社株式

株主確定

↓

予約権付与 予約権

前日までに行使手続が
終了していることが必要

重要!!

上場
上場廃止日の
前営業日

権利付
最終売買日

行使請求取次
依頼書到着予定
（4日発送予定）
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当社株式

2,346株

予約権

2,346個

予約権2,346個全てを行使。元から所有
の株式と合わせ4,692株を保有

予約権2,346個全てを行使。取得した
2,346株を市場で売却

予約権2,346個全てを行使。取得した
2,346株の内2,000株を市場で売却（346
株は保有）

予約権2,346個の内2,000個を行使して
2,000株を取得。予約権346個は市場で

売却

予約権2,346個の内346個を行使して346
株を取得。予約権2,000個は市場で売却

予約権654個を市場から購入して割当の
予約権と合わせちょうど3,000個にしたい

○

×

○

×

○

×

当社の単元株数が
1,000株のため不可

どのような権利行使パターンが可能か

新株予約権の行使は単元株（1,000個）未満でも可能です。ただし、市場での売買は株式と同様1,000個単位でしかで

きません。

割り当てを受けた新株予約権に対してどのような行使パターンが可能か、2,346株を保有する株主様を例として下に

示してみました。

注）「新株予約権」を簡単に
「予約権」と表現しています

売却は1,000個単位

でしかできません

売却は1,000個単位です
が、行使は1個単位で

行うことができます

取得も1,000個単位

でしかできないため、
654個取得はできません
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1．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・オファリングとは、新株予約権を無償で株主に割当て、新株予約権を行使していただくことにより、

会社が資金調達をする手法の１つであります。 

本件におきましては、１株の当社普通株式に１個の本新株予約権が割り当てられ、行使期間内に行使価額を払

込んでいただきますと、当社普通株式１株が交付されます。 

当社は、本新株予約権の割当日（平成26年1月17日（金））の前営業日である同月16日（木）を株主確定日と

し、当該株主確定日時点の 終の株主名簿に記載又は記録された株主（当社を除く）の持株数に応じて本新株

予約権を無償で付与いたします。株主様は、付与された本新株予約権について権利を行使し、行使期間内に行

使価額の払込みをした場合に、当社普通株式が交付されます。 

割当を受けた本新株予約権は、東京証券取引所に上場されるため（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、市場で売買することが可能となります。 

Ｑ１－２ 

新株予約権とは何か。 

Ａ１－２ 

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価額（新株予約権の行使

に際して払込みを要する当社普通株式１株当たりの金額をいいます）を払い込むことにより、発行会社から、

その新株式の発行を受けることができる権利のことをいいます。 

本新株予約権の内容等の詳細につきましては、当社の平成 25 年 12 月 27 日付の「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）に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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Ｑ１－３ 

ライツ・オファリングと他

の増資の違いは何か。 

Ａ１－３ 

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比較して、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点が特徴です。また、株主割当増資や従来の新株予約権の無償割当てと比

較しますと、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が特徴です。 

株式の株主割当増資では、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、株式を引き受

ける権利を与えられた又は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

れることとなると理解しております。 

この点、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。 

Ｑ１－４ 

ノン・コミットメント型と

はどういう意味か。 

Ａ1－４ 

ノン・コミットメント型とは、新株予約権が行使期間内において行使されなかった場合、失権（消滅）するも

のを指します。 

これに対して、証券会社が、一定期間内に行使されなかった新株予約権を全て取得して当該証券会社又は第三

者が当該新株予約権を行使することを予め約束するものをコミットメント型といいます。 

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 

本新株予約権の株主確定日である平成26年1月16日（木）の 終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様

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平成26年1月17日（金）

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平成26年3月10日（月）を予定しておりますが、具体的には、追って東京

証券取引所より発表されます。 
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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、売買の取次についての詳細は、必ずご自

身で、お取引先証券会社にお問い合わせ下さい。 

Ｑ１－６ 

本新株予約権の割当てを

受けた後、新株予約権者に

はどのような選択肢があ

るか。 

Ａ１－６ 

本新株予約権が割り当てられた株主の選択肢としては、大別して、 

①本新株予約権を行使して当社普通株式を取得する 

②本新株予約権を市場で売却して売却代金を得る 

③①及び②のいずれも行わない 

という3つが考えられます。 

①本新株予約権を行使する場合 

行使価額（１個＝１株当たり31円）を（お取引先証券会社が手数料等を徴収する場合は、当該手数料等と合わ

せて）払い込むことにより、当社普通株式を取得することとなります（詳細は「Ｑ３．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「Ｑ４．本新株予約権の取引について」をご参照ください）。 

③①及び②のいずれも行わない場合 

本新株予約権が消滅（失権）し、希薄化により生じる経済的な不利益の全部又は一部を被る可能性がございま

すので、ご注意ください。 

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

権の行使、売却又は失権（消滅）の是非につきましては、本新株予約権者の皆様のご自身の投資判断により決

定頂く必要があります。 

当社は本新株予約権に関して何らの投資判断のアドバイスをすることはできませんので、株主の皆様におかれ

ましては、平成25年12月27日付「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
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割当て）に関するお知らせ」（URL：http://www.sailor.co.jp/）及びEDINET（URL：

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）にて縦覧されている当社の平成25年12月27日付有価証券届出書（訂

正がなされた場合には、その後の訂正を含みます）等をご参照のうえ、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（なお、本新株予約権に関する目論見書は作成・交付されておりません）。

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1,000株に満たない当社普通株式を保有する株主の皆様

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。 

但し、本新株予約権の売買単位は1,000個ですので、1,000個の整数倍以外の数量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１個を行使することにより当社普通株

式１株を取得することはできます。 

従いまして、単元株未満の株式を保有する株主様は、Ｑ１－６で述べた選択肢の内、②の選択肢がとれないこ

とになります。 

Ｑ１－８ 

本新株予約権の行使価額

（本新株予約権の行使に

際して出資される１株当

たりの金銭の額）の決定方

法について説明して欲し

い。 

Ａ１－８ 

本新株予約権の行使価額31円は、本新株予約権の発行決議日前日の当社普通株式の終値53円の58.5％と設定し

ておりますが、決定した理由の詳細については、平成25年12月27日付「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）に関するお知らせ」の「６．発行条件の合理性」に記載して

おります。 

Ｑ１－９ 

新株予約権無償割当てに

よる当社普通株式の権利

Ａ１－９ 

今回の新株予約権無償割当てによって、平成26年1月14日（火）以降、当社普通株式の株価に、権利落ちが反

映されます。 
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落ちの概要を教えて欲し

い。 

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＋新株予約権の行使に際して払い込む金額）÷（１＋株式１株に対して割当てられる当該新株予約権の行

使により交付される株式の数）で計算することとされております。本新株予約権については、「新株予約権の

行使に際して払い込む金額」は31円、「株式１株に対して割当てられる当該新株予約権の行使により交付され

る株式の数」は１株となりますので、権利落ち日の基準値段は（権利付 終値＋31円）÷２で計算することと

なります。 

Ｑ１－１０ 

大株主は本新株予約権を

行使するのか。大株主の異

動の可能性はあるのか。 

Ａ１－１０ 

当社には持株比率が５％を超える大株主が存在しませんので、いずれの株主にも予め行使の意思を確認しては

おりません。大株主の行使の有無によっては上位株主の変動もありえます。 

Ｑ１－１１ 

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

ることになるのではない

か。 

Ａ１－１１ 

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、既存株主の皆様が

割り当てられた本新株予約権を全て行使した場合には、当該既存株主の皆様が有する持分比率の希薄化は基本

的に生じません。 

また、Ｑ１－９に記載のとおり、今回の新株予約権無償割当てによって、平成26年1月14日（火）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り生じる

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。 

Ｑ１－１２ 

当社普通株式の信用取引

の処理（権利処理、現引禁

止の取扱い等）について説

明して欲しい。 

Ａ1－１２ 

信用取引に係る各種取扱いにつきましては、お取引先証券会社へお問合せください。 

88



Ｑ１－１３ 

当社普通株式のるいとう

（株式累積投資）やミニ株

式の取扱いはどうなるの

か。 

Ａ1－１３ 

株式累積投資及び株式ミニ投資の取扱いにつきましては、お取引先証券会社にお問い合わせください。 

Ｑ１－１４ 

外国居住株主の皆様につ

いて、割当て、行使、売買

について制約があるのか。 

Ａ1－１４ 

外国居住株主の皆様につきましても、本新株予約権の割当てはなされ、原則として本新株予約権の売買は可能

となりますが、本新株予約権の行使は、以下（※）にございます例外的措置を除き、制限させて頂くこととな

ります。 

当該制限の趣旨につきましては、主として外国の当局に対する登録等の手続きに係る費用及び時間が極めて大

きな負担となることから、これを回避する目的でございます（詳細につきましては、当社が平成25年12 月27

日付で公表した「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

るお知らせ」の「１．（１１）②外国居住株主による本新株予約権の行使について」をご参照ください）。 

一方、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は設けております。本新株予約権の売却については

「Ｑ４．本新株予約権の取引について」をご参照ください。 

但し、上記のとおりの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、弁護士等にお問合わせください。 

※例外的措置 

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様（実質的に当該新株予約権

の行使の権限を有する者）が、本新株予約権の行使に関して当該株主様に適用される証券法その他の外国の法
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2．本新株予約権の割当てについて（平成 26 年 1 月 16 日（木）の 終の株主名簿に記載又は記録された株主様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

新株予約権が割り当てら

れるのか。 

Ａ２－１ 

新株予約権の株主確定日の 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 

新株予約権の無償割当て

を受けるためにはどうし

たらよいか。 

Ａ２－２ 

新株予約権の株主確定日は平成26年1月16日（木）です。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。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 終売買日は、平成26年1月10日（金）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

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。通常、新株予約権の株主確定日である平成26年1

令に基づく規制が課せられる者ではない旨を証する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できた場合は、当該株主様につきましては、外国居住であるか否かに

係わらず本新株予約権の行使を認めさせて頂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、その後に証券会社様を通じて本新株予約権の行使請求を行って頂くこととなります。 

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（03‐3846‐2797）

までお電話でご相談ください。 
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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。 

月16日（木）の翌営業日である平成26年1月17日（金）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記録されます。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 

株式を特別口座において

保有している株主には、本

新株予約権は割り当てら

れるのか。 

Ａ２－４ 

特別口座（三井住友信託銀行株式会社）に記録された株式に対しても本新株予約権が割り当てられ、株式と同

様に特別口座に記録されます。 

なお、本新株予約権は、特別口座に記録されたままでは、行使も売却もできません。本新株予約権を行使又は

売却される場合は、あらかじめ、本新株予約権者がお取引先証券会社の口座へ本新株予約権を振り替える必要

がありますので、お早めにお取引先証券会社等において手続を行ってくださいますようお願いいたします。 

Ｑ２－５ 

新株予約権証券の無償割

当て後は「どのような書

類」が「いつ」、「どこ」

に送付されてくるのか。 

Ａ２－５ 

本新株予約権の株主確定日の約３週間後に、株主確定日（平成26年1月16日（木））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、本新株予約権の売買につきましては、株主割当通知書等を受領する前の時点から可能であり、本新株予

約権の上場日である平成26年1月17日（金）からお取引ができます。本新株予約権の売買を希望される株主 

は、必ず各株主の皆様ご自身で、各お取引先証券会社へお問合せください。 

Ｑ２－６ 

自己株式には本新株予約

権は割り当てられるのか。 

Ａ２－６ 

会社法第278条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（権利行使受付期間平成 26 年 2 月 20 日（木）～同年 3月 14 日（金）） 
Question Answer 

Ｑ３－１ 

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。 

Ａ３－１ 

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株当たり31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。 

Ｑ３－２ 

保有する複数の本新株予

約権（例えば2,000個）の

うちの、その一部（例えば

1,000個）を行使すること

はできるのか。 

Ａ３－２ 

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、複数個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、2,000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1,000個のみを行使し、残りの1,000個は市場で売却する等も可能

です。 

なお、本新株予約権の発行要項第１項（８）において、「各本新株予約権の一部行使できない」旨が規定され

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、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。 

但し、当社普通株式の市場での売買単位は1,000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と保有される当社普通株式の数の合計株式数が1,000株の整数倍以外の数量である場合に

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。 
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Ｑ３－３ 

１個の本新株予約権の一

部（例えば0.5個）を行使

することはできるのか。 

Ａ３－３ 

本新株予約権の発行要項第１項（８）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2,000個中1,000個の行使等を禁止する趣旨ではありません。 

Ｑ３－４ 

本新株予約権の権利行使

はいつまで可能なのか。 

Ａ３－４ 

本新株予約権の行使可能期間は、平成26年2月20日（木）から同年3月13日（木）までとなります（同年3月14

日（金）も発行要項上の行使期間ではありますが、証券会社にて権利行使の取次業務を行う日を基準にすると、

実務上、本新株予約権の行使を請求できる期間は、同年3月13日の営業時間中までとなります）。 

本新株予約権の行使手続の完了には、原則として、平成26年3月13日（木）の営業時間までに、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）、又はコールセンターにて受付けている場合

がございます）、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。

なお、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

受付期間及び行使手続につきましては、必ずご自身で、お取引先証券会社にお問合わせください。 

Ｑ３－５ 

本新株予約権の行使を行

う場合、どのような手続を

すればよいか。 

Ａ３－５ 

本新株予約権を行使する場合は、本新株予約権の残高が記録されているお取引先証券会社に対し、所定の振替

新株予約権行使請求取次依頼書に必要事項を記入、捺印のうえ、ご提出頂くとともに、行使価額（１株当たり

31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）払い込む必要がありま

す。 

但し、証券会社によって手続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。 

なお、発行要項記載の行使請求受付場所（三井住友信託銀行株式会社本店）では、本新株予約権者の皆様から
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直接行使請求を受け付けることはできませんので、ご注意ください。 

Ｑ３－６ 

本新株予約権の行使請求

取次依頼書はどこで入手

できるのか。 

Ａ３－６ 

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。但し、証券会社によって行使

請求書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株主確定日である平成26年1月16日（木）の 終の株主名簿に記載又は記録された各株主の皆様には、平成

26年2月4日（火）頃に、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。 

（URL：http://www.sailor.co.jp） 

③お取引先証券会社にお問合わせの上、入手頂くことも可能です。 

なお、外国居住株主の皆様については、一定の場合に本新株予約権の行使が制限されますので、行使手続に際

しては所定の行使請求取次依頼書の様式をご利用いただくこととなります。外国居住株主の皆様においては、

上記「Ｑ１－１４外国居住株主の皆様について、割当て、行使、売買について制約があるのか。」をご参照く

ださい。 

Ｑ３－７ 

株式が手に入るのはいつ

か。 

Ａ３－７ 

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）、又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様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できた日から４営業日目に、当社普通株式について、各本新株予約

権者の皆様の証券口座に、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や証券口座への記録時期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。 

Ｑ３－８ 

本新株予約権の行使によ

Ａ３－８ 

本新株予約権の行使に関して発生する費用はお取引先証券会社によって異なる場合がございますので、必ずご
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り生じる費用について教

えて欲しい。 

自身で、お取引先証券会社にお問合せください。 

 
4． 本新株予約権の取引について（平成 26 年 1 月 17 日（金）から平成 26 年 3 月 7日（金）（予定）の期間にて市場でのお取引が可能です） 
Question Answer 

Ｑ４－１ 

本新株予約権の売買を市

場で行う場合、どのような

手続きをすればよいか。 

また、本新株予約権の買付

けの取次を行う証券会社

を教えて欲しい。 

Ａ４－１ 

本新株予約権はお取引先の証券会社を通じて市場で売買することが可能です。 

本新株予約権の売買の手続や売買請求の受付 終日等、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。 

 

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1,000個ですので、1,000個単位以外の数量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1,000株ですので、1,000株単位以外の数量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。）。 

1,000株未満のいわゆる単元未満株については、お取引先証券会社経由で当社に買い取り請求して換金していた

だくのが一般的ですが、詳細はお取引先証券会社にお問い合わせください。 

Ｑ４－４ 

本新株予約権を市場で売

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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却した場合、いくら手に入

るのか。 

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。但し、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合せください。）。 

Ｑ４－７ 

本新株予約権を市場取引

で取得した場合、行使まで

の手続きはどうなるのか。 

Ａ４－７ 

市場で取得した本新株予約権は約定日から３営業日後に受け渡しとなります。 

市場で取得した新株予約権の行使に関する手続きは、割り当てで取得した新株予約権の行使と同様ですので、

上記「Ｑ３－５本新株予約権の行使を行う場合、どのような手続をすればよいか」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、必ずご自身で、お取引先証券会社へお問合

せください。 

Ｑ４－８ 

本新株予約権の売買可能

期間は、いつからいつまで

か。 

Ａ４－８ 

本新株予約権につきましては、株主確定日の翌営業日である平成26年1月17日（金）から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

は平成26年3月10日（月）、同市場における売買 終日は上場廃止日の前営業日となる平成26年3月7日（金）を

予定しておりますが、具体的な日程については、追って東京証券取引所より発表されます。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、売買の取次について詳しいことは、必ず

ご自身で、遅くとも当該 終日の３営業日程度前までには、お取引先証券会社までお問合せ頂くことを推奨い

1616



たします。 
なお、後日東京証券取引所から正式な日程の発表がなされた場合には、当社でもプレスリリースにて公表をす

る予定ですので、当該プレスリリースをご確認ください。 

Ｑ４－９ 

外国居住者が本新株予約

権の売買を行うに際して

制限はあるか。 

Ａ４－９ 

本新株予約権は、市場取引等を通じて譲渡することが可能ですが、外国居住の株主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、外国居住の株主様によるお取

引或いは国内居住の株主様が外国居住の株主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、外国居住の株主様によるお取引については「Ｑ１－１３ 

外国居住株主の皆様について、割当て、行使、売買について制約があるのか。」を併せてご確認ください。 

Ｑ４－１０ 

本新株予約権の買付けに

公開買付規制の適用はあ

るか。 

Ａ４－１０ 

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本新株予約権者から、相対にて買付け頂くこ

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

けの相手先の人数、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、

必ずご自身にて個別に弁護士等にお問合わせください。 

 
5． 単元未満株式及び新株予約権の取扱いについて 
Question Answer 

Ｑ５－１ 

単元未満株式とは何か 

Ａ５－１ 

当社は、株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式を1,000株とする旨を当社

定款において定めています。この一単元に満たない株式を単元未満株式といいます。 

単元未満株式は、配当を受ける権利や残余財産の分配を受ける権利、株式や新株予約権の割当てを受ける権利

は通常の株式と変わらない一方、株主総会における議決権がないことに加え、取引所の業務規程において株式
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の売買単位は単元株式数と同数とするものとして定められていることから、市場を通じた売買が行えません。 

また、新株予約権についても、その売買単位は単元株式数と同数とするものとして定められているため、その

売買は1,000個単位で行われる必要があります。 

Ｑ５－２ 

単元未満株式にも新株予

約権は割当てらえるのか 

Ａ５－２ 

単元未満株式にも本新株予約権は割り当てられます。詳細については、「Ｑ１－６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。」をご参照ください。 

Ｑ５－３ 

単元未満株式を取得する

こととなるような新株予

約権の行使は可能か 

Ａ５－３ 

新株予約権の行使は１個から可能であるため、単元未満株式を取得することとなる行使（例えば、500個の新株

予約権を行使し、500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1,000株単位とならない場合、当該株式は単元未満株式となり、議決権が制限されるほか、市場での取引もで

きませんので、ご留意ください。 

Ｑ５－４ 

新株予約権の売買は１個

単位から可能か。 

Ａ５－４ 

本新株予約権は東京証券取引所に上場する予定ですが、東京証券取引所の業務規程によれば、内国法人が発行

する新株予約権の売買単位は当該法人が定めている１単元の株式の数とする旨が定めされているため、本新株

予約権の売買単位は1,000個となります。従いまして、1,000個単位とならない本新株予約権の割当てを受けた

株主様は、保有する本新株予約権の一部については、市場を通じた売買が行えませんので、予めご了承くださ

い。 

Ｑ５－５ 

単元未満株式を処分した

い場合はどうすればよい

か。 

Ａ５－５ 

単元未満株式を有している株主様は、当社に対して、単元未満株式の買取り（1,000株に満たない株式を当社が

買取る）を請求することが可能です。当該制度の利用につきましてはご希望がございましたら、必ずご自身に

て、お取引先証券会社等までお問合わせください。 
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6． 大量保有報告書の提出義務について 
Question Answer 

Ｑ６－１ 

本新株予約権の割当時に

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。 

Ａ６－１ 

現行の法制度に基づきますと、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、既に大量保有報告書を提出している方の株券等保有割合が１%

以上増減した場合等には、変更報告書の提出義務（金融商品取引法第27条の25）が生じることとなります。 

本件においては、本新株予約権の割当てを受けた時点で、各株主様の潜在株式数が増加する一方、分母となる発

行済株式総数は本新株予約権の行使がない限り増加しないため、割当て直後には各株主様の株券等保有割合は一

時的に増加することになります。 

よって、本新株予約権の割当てによって、大量保有報告書又は変更報告書の提出が必要となる株主様が出てくる

場合があるものと理解しております。 

なお、本件に関する株券等保有割合につきましては、以下の計算式にて計算がなされます。 

株券等保有割合＝Ａ/Ｂ 

Ａ＝保有株式数（保有者+ 共同保有者）+ 潜在株式数（保有者+ 共同保有者） 

Ｂ＝発行済株式総数+ 潜在株式数（保有者+ 共同保有者） 

※「発行済株式総数」は平成25年12月26日時点で70,797,587株となり、「潜在株式数」は各株主様に割当てられ

た新株予約権を全て行使した場合の取得株式数（例えば、新株予約権を1,000個割当てられた場合は、1,000株）

となります。（注：開示書類等にあります70,674,744株は自己保有株式控除後の株式数です） 
なお、上記の計算式は、株券等保有割合の計算の概略を示したものであり、個別の事情によっては、異なる計算

方法を採らなければならない可能性がございます。株券等保有割合の計算及び大量保有報告書又は変更報告書の

提出義務の存否に係る判断については、ご自身の責任において行っていただきますよう、お願い致します。 

その他、以下の状況におきましても大量保有報告書又は変更報告書を提出する必要が生じる可能性がございます

ので、本新株予約権者の皆様につきましてはご注意を頂ければと存じます。 
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新株予約権の行使を行った場合⇒Ｑ６－３ 

新株予約権の売買を行った場合⇒Ｑ６－４ 

新株予約権の行使期間終了時⇒Ｑ６－５ 

Ｑ６－２ 

新株予約権の行使期間中

における大量保有報告書

の提出義務について。 

Ａ６－２ 

本新株予約権の行使期間中には、他の予約権者による行使により当社の発行済株式総数が徐々に増加していきま

すので、本新株予約権を行使しなければ、本新株予約権者の株券等保有割合は徐々に減少していきます。 

従いまして、新株予約権を行使したり、新株予約権を新たに売買しなければ、変更報告書の提出は不要です。 

Ｑ６－３ 

新株予約権の行使時にお

ける大量保有報告書の提

出義務について。 

Ａ６－３ 

現行の法制度に基づきますと、新株予約権が対象とする株式数についても「株券等保有割合」に算入されます。

従いまして、新株予約権を行使した場合、トータルの株券等保有割合に増減はありませんが、保有する株券等の

内訳に変更が生じるため、当該内訳の変更が発行済株式総数等の1％以上の変更である場合には、変更報告書を

提出する必要があります。 

Ｑ６－４ 

新株予約権の売買時にお

ける大量保有報告書の提

出義務について。 

Ａ６－４ 

現行の法制度に基づきますと、本新株予約権者が本新株予約権を売買することにより、そ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が生じ、また、既に大量保有報告書を提出している方の株 

券等保有割合が本新株予約権を売買することにより１%以上増減した場合には、変更報告書の提出義務が発生し

ます。 

Ｑ６－５ 

新株予約権の行使期間終

了時における大量保有報

告書の提出義務について。 

Ａ６－５ 

現行の法制度に基づきますと、未行使の新株予約権は、行使期間の満了に伴い失権（消滅）するものとされてい

ますので、本新株予約権の行使期間の満了時において未行使の新株予約権を保有する本新株予約権者につきまし

ては、行使期間の満了時に株券等保有割合が減少することになります。従いまして、大量保有報告書を提出して

いる方で変更報告書の提出が必要となる場合があります。 
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７．税務上の取扱い等について 

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、当社の考えをお示しいたします。但し、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、自らの税理士等の専門家及びお取引先証券会社にご確認頂きますようお願い致します。 

また、外国居住者の皆様につきましては、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、外国居住者の

皆様におきましては、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合せください。 

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 

各株主様が保有している当社普通株式が記録されている振替口座簿が、特定口座か一般口座かに応じて、い

ずれかの振替口座簿に記録されることになります。但し、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。 

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と譲渡に要した費用（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。 
Q７－３ 

一般口座で管理されてい

る本新株予約権を証券会

社への売委託にとって譲

渡した場合、確定申告が必

A７－３ 

株主様の証券会社における口座が一般口座の場合、確定申告が必要となります。 
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要となるか。 

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になります。 

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 

「本新株予約権の取得価額※」＋「権利行使による払込金額」になります。 

（※取得に要した売買手数料等を含みます） 

なお、株主の皆様が本新株予約権無償割当て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。 
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「本件スケジュール」 

本件に係るスケジュールは以下のとおりとなっております。お手続き等の漏れ、遅れ等がありませんよう、ご注意ください。 

新株予約権割当の権利付

終買付け日 

平成26年1月10日（金） 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株

主確定日 

平成26年1月16日（木） 株主確定日の 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（上

場）予定期間 

平成26年1月17日（金）～ 

3月7日（金） 

上場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、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 

平成26年2月6日（木） 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、本新株予約権の割当て及び上場は、当該通知の到

着前に行われますのでご注意ください。 

新株予約権権利行使受付

期間 

平成26年2月20日（木）～ 

3月14日（金） 

一応、3月14日（金）まで受付としておりますが、行使を希望する株主様に

つきましては、原則として、平成26年3月13日（木）の営業時間内に、行使

に必要な手続きを行っていただく必要がありますので、ご注意ください。 

なお、証券会社等によっては行使請求の受付期間が異なる場合がありますの

で、お取引先証券会社へお問合わせください。 
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