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【届出の対象とした募集金額】
 
その他の者に対する割当

(発行価額の総額) 0円

(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)　　　　 合計金額　3,006,478,500円

(内訳)

第24回新株予約権 2,551,012,500円

第25回新株予約権 455,466,000円

(注)1. 本募集は、平成27年6月19日の当社取締役会決議に基づ

き、ストックオプション付与を目的として新株予約権を

発行するものである。

2. 「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、割当日における

公正な評価額を含めて記載している。

3. 新株予約権が行使されなかった場合、新株予約権の割当

てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取

得した新株予約権を消却した場合等には、「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。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社野村総合研究所　大阪総合センター

(大阪府大阪市北区堂島浜一丁目4番16号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成27年6月19日に提出し、平成27年6月30日にその届出の効力が発生している有価証券届出書(平成27年6月24日に提

出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)の記載事項のうち、「発行数」「新株予約権の行使時の払込金

額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」「新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格」及び「新規発行による手取金の額」が平成27年7月9日に確定しましたので、これらに関連す

る事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

2【訂正事項】
第一部　証券情報

第1　募集要項

1　新規発行新株予約権証券(第24回新株予約権証券)

(1)募集の条件

発行数の欄

欄外注記　4．

(2)新株予約権の内容等

新株予約権の行使時の払込金額の欄

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の欄

新株予約権の行使の条件の欄

欄外注記　2．

2　新規発行新株予約権証券(第25回新株予約権証券)

(1)募集の条件

発行数の欄

欄外注記　4．

(2)新株予約権の内容等

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の欄

欄外注記　1．

3　新規発行による手取金の使途

(1)新規発行による手取金の額

 

3【訂正箇所】
　訂正箇所は下線で示しています。
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第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券】(第24回新株予約権証券)

(1)【募集の条件】

「発行数」の欄

　　＜訂正前＞

発行数

4,425個

(注)上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新

株予約権の総数とする。

 

　　＜訂正後＞

発行数 4,425個

 

欄外注記　4．

　　＜訂正前＞

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当数は以下のとおりである。なお、下記割当数は予定であ

り、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の数が減少することがある。

(以下略)

 

　　＜訂正後＞

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当数は以下のとおりである。

(以下略)
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(2)【新株予約権の内容等】

「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」「新株予約権の行使の条

件」の欄

　　＜訂正前＞

新株予約権の行使時の払

込金額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1株当たりの払込みをす

べき金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)

又は割当日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とす

る。

 ただし、(注)1.の定めにより行使価額は調整される場合がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

2,589,952,500円(本有価証券届出書提出時における見込額)

(注)上記の額は、新株予約権の行使時の払込金額の合計額と割当日における公正な評価額

((注)2.)を合算した額を記載している。

なお、新株予約権が行使されなかった場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利

を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合等には、上記金額は減

少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

1.発行価格

行使価額に、割当日における公正な評価単価((注)2.)を加えた額とする。

2.資本組入額

①　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の額は、会社計

算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算

の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

②　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準備金の額は、①

記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 ①～④　(略)

 ⑤　割当日以降新株予約権の行使の日までの5連続取引日(終値のない日を除く。)におい

て、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、その時点における行使

価額に1.1を乗じた額(100円未満は切上げ)以上となるまでは、新株予約権を行使するこ

とができない。

 ⑥　(略)
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　　＜訂正後＞

新株予約権の行使時の払

込金額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1株当たりの払込みをす

べき金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、5,094円とする。

 ただし、(注)1.の定めにより行使価額は調整される場合がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

2,551,012,500円

(注)上記の額は、新株予約権の行使時の払込金額の合計額と割当日における公正な評価額

((注)2.)を合算した額を記載している。

なお、新株予約権が行使されなかった場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利

を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合等には、上記金額は減

少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

1.発行価格

5,765円

2.資本組入額

①　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の額は、会社計

算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算

の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

②　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準備金の額は、①

記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 ①～④　(略)

 ⑤　割当日以降新株予約権の行使の日までの5連続取引日(終値のない日を除く。)におい

て、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、5,700円(行使価額が調

整された場合は、調整後の行使価額に1.1を乗じた額(100円未満は切上げ))以上となる

までは、新株予約権を行使することができない。

 ⑥　(略)
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欄外注記　2．

　　＜訂正前＞

2. 公正な評価額及び公正な評価単価

公正な評価額とは、公正な評価単価に新株予約権の目的となる株式の総数(新株予約権の発行総数に目的株式数

を乗じた数)を乗じた額をいう。

公正な評価単価とは、以下の算式及び②から⑨までの基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ式により算出

した1株当たりのオプション価格(1円未満は切捨て)をいう。
 

 
ここで、
 

   

   

   

   

   

 
①　1株当たりのオプション価格(C)

②　株価(S)：割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

③　行使価格(K)：上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額

④　ノックイン価格(B)：上記③に定める行使価額に1.1を乗じた額(100円未満は切上げ)

⑤　予想残存期間(t)：4.98年

⑥　ボラティリティ(σ)：4.98年(平成22年7月12日から平成27年7月3日まで)の各週の最終取引日の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動性

⑦　無リスクの利子率(r)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑧　配当利回り(q)：平成28年3月期の予想年間配当金(1株当たり)÷上記②に定める株価

⑨　標準正規分布の累積分布関数(N(・))

※　割当日に決定する予定である。

 

　　＜訂正後＞

2. 公正な評価額及び公正な評価単価

公正な評価額とは、公正な評価単価に新株予約権の目的となる株式の総数(新株予約権の発行総数に目的株式数

を乗じた数)を乗じた額をいう。

公正な評価単価は、671円である。
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2【新規発行新株予約権証券】(第25回新株予約権証券)

(1)【募集の条件】

「発行数」の欄

　　＜訂正前＞

発行数

1,005個

(注)上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新

株予約権の総数とする。

 

　　＜訂正後＞

発行数 1,005個

 

欄外注記　4．

　　＜訂正前＞

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当数は以下のとおりである。なお、下記割当数は予定であ

り、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の数が減少することがある。

(以下略)

 

　　＜訂正後＞

4. 割当対象者の人数及び割当新株予約権数

本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当数は以下のとおりである。

(以下略)

 

(2)【新株予約権の内容等】

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の欄

　　＜訂正前＞

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

473,053,500円(本有価証券届出書提出時における見込額)

(注)上記の額は、新株予約権の行使時の払込金額の合計額と割当日における公正な評価額

((注)1.)を合算した額を記載している。

なお、新株予約権が行使されなかった場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利

を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合等には、上記金額は減

少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

1.発行価格

行使価額に、割当日における公正な評価単価((注)1.)を加えた額とする。

2.資本組入額

①　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の額は、会社計

算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算

の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

②　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準備金の額は、①

記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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　　＜訂正後＞

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

455,466,000円

(注)上記の額は、新株予約権の行使時の払込金額の合計額と割当日における公正な評価額

((注)1.)を合算した額を記載している。

なお、新株予約権が行使されなかった場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利

を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合等には、上記金額は減

少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

1.発行価格

4,532円

2.資本組入額

①　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の額は、会社計

算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算

の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

②　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準備金の額は、①

記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

欄外注記　1．

　　＜訂正前＞

1. 公正な評価額及び公正な評価単価

公正な評価額とは、公正な評価単価に新株予約権の目的となる株式の総数(新株予約権の発行総数に目的株式数

を乗じた数)を乗じた額をいう。

公正な評価単価とは、以下の算式及び②から⑧までの基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ式により算出

した1株当たりのオプション価格(1円未満は切捨て)をいう。
 

 
ここで、
 

 
①　1株当たりのオプション価格(C)

②　株価(S)：割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

③　行使価格(K)：1円

④　予想残存期間(t)：1.48年

⑤　ボラティリティ(σ)：1.48年(平成26年1月13日から平成27年7月3日まで)の各週の最終取引日の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動性

⑥　無リスクの利子率(r)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦　配当利回り(q)：平成28年3月期の予想年間配当金(1株当たり)÷上記②に定める株価

⑧　標準正規分布の累積分布関数(N(・))

※　割当日に決定する予定である。

 

　　＜訂正後＞

1. 公正な評価額及び公正な評価単価

公正な評価額とは、公正な評価単価に新株予約権の目的となる株式の総数(新株予約権の発行総数に目的株式数

を乗じた数)を乗じた額をいう。

公正な評価単価は、4,531円である。
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3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

　　＜訂正前＞

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)

3,063,006,000 500,000 3,062,506,000

　(注)1. 新株予約権は無償で発行されるため新株予約権の払込金額はないが、ここでは新株予約権が全部行使された場

合における「新株予約権の行使時の払込金額」の総額(第24回新株予約権2,250,112,500円、第25回新株予約権

100,500円)と、割当日における公正な評価額(第24回新株予約権339,840,000円、第25回新株予約権472,953,000

円)を合算した額を記載している。なお、これらの額はいずれも本有価証券届出書提出時の見込額である。

2. (略)

 

　　＜訂正後＞

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)

3,006,478,500 500,000 3,005,978,500

　(注)1. 新株予約権は無償で発行されるため新株予約権の払込金額はないが、ここでは新株予約権が全部行使された場

合における「新株予約権の行使時の払込金額」の総額(第24回新株予約権2,254,095,000円、第25回新株予約権

100,500円)と、割当日における公正な評価額(第24回新株予約権296,917,500円、第25回新株予約権455,365,500

円)を合算した額を記載している。

2. (略)
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