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【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長　上　田　匡　英

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 (第６回新株予約権)

その他の者に対する割当                        4,580,000円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

1,404,580,000円

(第７回新株予約権)

その他の者に対する割当                        4,158,000円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

1,404,158,000円

(第８回新株予約権)

その他の者に対する割当                        5,691,000円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

2,105,691,000円
(注)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額

は、当初行使価額で全ての新株予約権が行使されたと仮定

した場合の金額であります。

行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払

込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。ま

た、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は

当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約

権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。

【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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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６回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 2,000個

発行価額の総額 4,580,000円

発行価格
本新株予約権１個当たり2,290円
(本新株予約権の目的である株式１株当たり22.90円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成28年９月２日(金)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
ゲンキー株式会社　管理本部財務部
福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

割当日 平成28年９月５日(月)

払込期日 平成28年９月５日(月)

払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　福井支店
福井県福井市大手三丁目５番１号

 

(注) １．ゲンキー株式会社第６回新株予約権(以下文脈に応じて個別もしくは第７回新株予約権(後記「２　新規発行

新株予約権証券(第７回新株予約権証券)」参照)及び第８回新株予約権(後記「３　新規発行新株予約権証券

(第８回新株予約権証券)」参照)と総称して「本新株予約権」という。)は、平成28年８月17日(水)開催の当

社取締役会において発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に申込取扱場所に申込みをするこ

ととし、払込期日までに払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

割当予定先である大和証券株式会社(以下「割当予定先」という。)の状況については、別記「第３　第三者

割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況」をご参照ください。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
当該行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等の
特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は200,000株、割当株式数(別記「新株予約
権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。)は100株で確定しており、株価
の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項
第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的
となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。)。
なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達額は増加又は減
少する。

 ２　本新株予約権の行使価額の修正基準：当社は平成28年９月６日以降、当社取締役
会の決議により行使価額を修正することができる。本項に基づき行使価額の修正
を決議した場合、当社は本新株予約権者に直ちに行使価額を修正する旨の通知(以
下「行使価額修正通知」という。)をするものとし、行使価額修正通知が行われた
日(以下「通知日」という。)の翌営業日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日
でない場合には直前取引日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
という。)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90％に相
当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。以下
「修正後行使価額」という。)に修正される。

３　行使価額の修正頻度：当社取締役会における行使価額の修正の決議のたびに修正
される。

４　行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、当初2,454円(別記「新株予約
権の行使時の払込金額」欄第３項による調整を受ける。以下「下限行使価額」と
いう。)である。

５　割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は200,000株(平成28年
８月17日現在の発行済株式総数に対する割合は2.84％)、割当株式数は100株で確
定している(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、
割当株式数は、調整されることがある。)。

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株
予約権がすべて行使された場合の資金調達額)：495,380,000円(但し、本新株予約
権は行使されない可能性がある。)

７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条
項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条
件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる
株式の種類

当社普通株式
完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準と
なる株式である。なお、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる
株式の数

１　本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式200,000株とする
(本新株予約権１個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100
株とする。)。
但し、本欄第２項によって割当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調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 ２　本新株予約権の目的である株式の数の調整
(1) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に従って行使価

額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとす
る。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×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、別記「新株予約権の
行使時の払込金額」欄第３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) 前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に

係る割当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
捨てるものとする。

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項第(2)号及び第(4)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) 割当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並びに

その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要
な事項を本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通
知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号⑦に定
める場合その他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、適用の日以降すみやかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本

項第(2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円
未満の端数を生ずる場合は、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際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額(以

下「行使価額」という。)は、当初7,000円とする。但し、本欄第２項又は第３
項に従い、修正又は調整される。

 ２　行使価額の修正
(1) 当社は平成28年９月６日以降、当社取締役会の決議により行使価額を修正する

ことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は本新株予
約権者に直ちに行使価額修正通知をするものとし、通知日の翌営業日に、行使
価額は、修正後行使価額に修正される。

(2) 修正後行使価額の算出において、通知日(通知日が取引日でない場合には直前取

引日)に本欄第３項で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、通知日の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調
整されるものとする。

(3) 本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回

ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価
額」は当初、2,454円とする。下限行使価額は本欄第３項の規定を準用して調整
される。

(4) 本号以下に該当する場合には当社は行使価額修正通知を行うことができない。

①　金融商品取引法、関連諸法令及び諸規則並びに東京証券取引所の規則に基づ
く開示(以下「開示」という。)がなされた書類(有価証券報告書、四半期報告
書、臨時報告書、これらの訂正報告書、プレスリリースを含むがこれらに限
られない。)に記載されているものを除き、開示されている当社の直近の監査
済連結財務諸表にかかる営業年度の期末日以降、当社及びその企業集団(連結
財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第４条第１項第１号に定め
る企業集団をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フ
ローの状況に重大な悪影響をもたらす事態が発生している場合

②　当社にかかる業務等に関する重要事実等(金融商品取引法第166条第２項所定
の重要事実及び同法第167条第２項所定の事実をいう。以下同じ。)で公表(金
融商品取引法施行令第30条に基づきなされる公表措置をいう。以下同じ。)が
なされていないものがある場合

③　本新株予約権並びに本新株予約権と同時に発行するゲンキー株式会社第７回
新株予約権及びゲンキー株式会社第８回新株予約権のいずれかに関し発せら
れた前回の行使価額修正通知を行ってから２か月が経過していない場合

 ３　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普通株

式の発行済株式総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
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

普通株式数

 
＋

交付普通株式数 ×
１株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」とい
う。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその
日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日
の１か月前の日における当社の発行済普通株式総数から調整後行使価額を適用
する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整
前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普
通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。
なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用す
る交付普通株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式にかかり増
加した当社普通株式数を含まないものとする。
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 (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

後の行使価額を適用する日については、次に定めるところによる。
①　行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を

除き、以下「時価」という。)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(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは
取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)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。)その他の証券若しくは権利の転換、交
換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該
払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを
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。

②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、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ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、
当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主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。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって
当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を
含む。)、又は時価を下回る対価をもって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。)その他の証券若しくは
権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付
社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株
式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式
が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、
払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割
当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社
普通株主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。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の
対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整
後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の
全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が
交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当
該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普
通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による
行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全
希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)が、上記交付の
直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する
株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式
を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超
えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

 ⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価(本⑤
において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等
の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取
得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修
正等後の取得価額等が、当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正
日」という。)における時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額
等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日
に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、
交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定
を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用す
る。
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 (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調
整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存
する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又
は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後
普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数
を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式
の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するも
のとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

⑥　本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③におけ
る新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その
行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は
行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財
産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通
株式の数で除した金額をいう。

⑦　本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え
るための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の
株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、
本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日
以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法によ
り、当社普通株式を交付するものとする。

 
株式数＝

(調整前行使価額－調整後行使価額)×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整
は行わない。

 (3)①　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、その小
数第２位を切り捨てる。

②　時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑦の場合は基準
日)に先立つ45取引日目に始まる30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毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その
小数第２位を切り捨てる。

③　「完全希薄化後普通株式数」は、調整後行使価額を初めて適用する日の１か
月前の日における当社の発行済普通株式総数から、調整後行使価額を適用す
る日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整
前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当
社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたもの
とする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交
付普通株式数」とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。

④　本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付
された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証
券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するもの
とする。

(4) 本項第(2)号で定める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。
①　株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸

収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式
会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために
行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社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。

③　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。

(5) 本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整

後行使価額を適用する日が本欄第２項に基づく行使価額を修正する日と一致す
る場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないもの
とする。但し、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を
行うものとする。
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 (6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整

されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事
由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本
新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の
前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかに
これを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下
限行使価額の調整についてのみ行う。

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

1,404,580,000円
上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額
である。そのため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項又は第３項によ
り、行使価額が修正又は調整された場合には、上記発行価額の総額は増加又は減少す
る。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本
新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減少する。

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　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、当該行使請
求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請
求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株
式数で除した額とする。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の
額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じ
た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる
ものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本
金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年９月６日から平成30年９月５日(但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及
び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取
得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。
但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とす
る。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１　本新株予約権の行使請求受付場所
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

２　本新株予約権の行使請求取次場所
該当事項はありません。

３　本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　福井支店

４　本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」と

いう。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)
第２条第４項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という)に対し行使
請求に要する手続きを行い、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予
約権の行使期間中に機構により本欄第１項に定める行使請求受付場所(以下「行
使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理
機関を通じて現金にて本欄第３項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱
場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。

(3) 本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができな

い。

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。なお、別記「(注)１．本新株予約
権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとす
る理由　(2) 本新株予約権の商品性」に記載のとおり、当社は、割当予定先との間

で、本新株予約権の行使等について規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結す
る。
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自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

１　当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、平成28
年９月６日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の２週間前
までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当
たり2,290円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。

２　当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる
株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株
主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合におい
て、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄に従い承継
会社等(同欄に定義する。)の新株予約権が交付されない場合には、当該組織再編
行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の
２週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約
権１個当たり2,290円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

該当事項なし。但し、別記「(注)１．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付
社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由　(2) 本新株予約権の商品性」

等に記載のとおり、本新株予約権に係るゲンキー株式会社第６回乃至第８回新株予約
権買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)において、割当予定先は、当社
の取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者
に譲渡することはできない旨が定められる。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

当社は、当社が組織再編行為を行う場合(但し、承継会社等(以下に定義する。)の普通
株式が当社の株主に交付される場合に限る。)、当該組織再編行為の効力発生の直前に
おいて残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本欄第(1)号乃至第(9)号に定め
る内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するもの
とする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅
し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
「承継会社等」とは、会社法第236条第１項第８号イ、ニ及びホに掲げる株式会社で
あって、当該組織再編行為の効力発生日において日本の上場会社であるものであるか
当該組織再編行為の効力発生日において日本の上場会社であることが予想されるもの
をいう。
(1) 承継新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数を基準に、
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する
数とする。

(2) 承継新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する
数とする。

(4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権
者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継
新株予約権を行使したときに受領できるように、組織再編行為の条件等を勘案の
上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する価額に、交付する承継新株予約
権１個当たりの目的である承継会社等の株式の数を乗じた額とするが、計算の結
果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(5) 承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株
予約権の行使期間の末日までとする。

(6) 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
別記「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」欄第２項「新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金
及び資本準備金の額」に準じて決定する。

(7) その他の新株予約権の行使の条件

別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
(8) 承継新株予約権の取得事由及び取得の条件

別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に準じて決定する。
(9) その他

承継新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整
は行わない。
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(注) １．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由

(1) 資金調達の主な目的

当社グループは、平成28年６月20日現在、福井県、岐阜県、愛知県及び石川県で、医薬品、化粧品、雑

貨、食品等を中心に販売するディスカウントドラッグ150店舗を運営しております。当社グループは、経

営理念として「われわれは、熱意を持って日本国の国家と国民に信頼されるチェーンストアを創り、地域

の人々の生活向上に貢献します。」を掲げ、日常生活シーンを支える生活必需品総合ストアを目指し、ド

ラッグストア・メガドラッグストアの店舗展開を積極的に行い、売場面積600～900坪のメガドラッグスト

アを核に、300坪型の中型店を隙間に出店することにより強固なドミナントエリアを構築してまいりまし

た。

一方で、当社グループを取り巻く環境につきましては、平成21年６月及び平成26年６月の薬事改正法に伴

う異業界の業界参入も相まって、業態を超えた競合他社の出店や価格競争が激化する中、医薬品のネット

販売解禁により競争の激化が懸念されるなど、依然厳しい状況が続いております。

そのような状況の中で、当社グループは、「近所で生活費が節約できるお店」をコンセプトに、地域シェ

アを高めるためドミナントエリア構築に邁進するとともに、多店舗高速出店を見据えた店舗レイアウトや

作業が標準化されたNew300坪タイプのディスカウントドラッグをレギュラー店と位置づけ、ＥＤＬＣ(エ

ブリデイローコスト)及びＥＤＬＰ(エブリデイロープライス)を追求しております。今後につきまして

も、New300坪タイプの店舗の出店を加速させ、より住宅地へ深く入り込むことで更なるドミナントエリア

の深耕を図り、また、圧倒的な低価格販売をさらに強化し続けていくことで地域シェアの向上も目指して

まいります。

今回の資金調達は、上記戦略を着実に遂行するために、New300坪タイプ店舗の新規出店に必要な資金を確

保することで収益基盤の更なる拡大を目指すとともに、財務基盤の強化により機動的に資金調達できる体

制の構築を図ってまいります。

なお、今回の資金調達における具体的な資金使途及び支出時期につきましては、後述「４　新規発行によ

る手取金の使途　(2) 手取金の使途」に記載しております。

(2) 本新株予約権の商品性

今回の資金調達は、当社が割当予定先に行使期間を２年間とする本新株予約権を割当て、割当予定先によ

る本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。

本新株予約権の行使価額は、当社の過去の株価動向やボラティリティを考慮するとともに、将来の業績向

上を期待し、当初7,000円といたしました。

但し、当社は平成28年９月６日以降、当社取締役会の決議により行使価額を修正することができます。行

使価額の修正を決議した場合、当社は本新株予約権者に直ちに行使価額修正通知を行うものとし、通知日

の翌営業日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前取引日)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(気配表示を含む。)の90％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を切り上げる。)に修正されます。行使価額の修正は、当社取締役会の決議により

行使価額の修正が決議された本新株予約権について回号単位で全部又は一部について行われます。

但し、かかる修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価

額とします。なお、以下に該当する場合には当社は行使価額修正通知を行うことができません。

①　開示がなされた書類(有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書、これらの訂正報告書、プレスリ

リースを含むがこれらに限られない。)に記載されているものを除き、開示されている当社の直近の

監査済連結財務諸表にかかる営業年度の期末日以降、当社及びその企業集団の財政状態、経営成績又

はキャッシュ・フローの状況に重大な悪影響をもたらす事態が発生している場合

②　当社にかかる業務等に関する重要事実等で公表がなされていないものがある場合

③　本新株予約権のいずれかの回号に関し発せられた前回の行使価額修正通知を行ってから２か月が経過

していない場合

また、本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられてい

ます(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

なお、割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受

けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。

割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲

渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の

内容を約束させるものとします。

また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生

後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記概要の覚書を締結する予定です。

①　覚書に基づく行使禁止について

当社は、取締役会決議により、割当予定先に対し、以下の場合を除いて、いつでも本新株予約権の行

使を禁止する旨の通知(以下「行使禁止通知」という。)を行うことができます。

・行使禁止通知が行われる日の前営業日(当該日に当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含

む。)がない場合には直近の終値(気配表示を含む。)のある日)の当社普通株式の普通取引の終値

(気配表示を含む。)が、当初行使価額の7,000円を上回る場合
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・開示がなされた書類(有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書、これらの訂正報告書、プレス

リリースを含むがこれらに限られない。)に記載されているものを除き、開示されている当社の直

近の監査済連結財務諸表にかかる営業年度の期末日以降、当社及びその企業集団の財政状態、経営

成績又はキャッシュ・フローの状況に重大な悪影響をもたらす事態が発生している場合

・当社にかかる業務等に関する重要事実等で公表がなされていないものがある場合

行使禁止通知において、当社は割当予定先に本新株予約権について権利行使を禁止する期間(以下

「行使禁止期間」という。)を指定します。当社が行使禁止通知を行った場合には、割当予定先は、

行使禁止期間において本新株予約権を行使することができません。ただし、行使禁止期間中に東京証

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。)が当初行使価額の7,000円を上

回った場合には、当該日の翌営業日以降、行使禁止期間は終了し、割当予定先は本新株予約権を行使

することができます。

なお、いずれの行使禁止期間の開始日も、平成28年９月６日以降の日とし、いずれの行使禁止期間の

終了日も、平成30年８月５日以前の日とします。

②　覚書に基づく取得請求について

平成29年９月６日(同日を含む。)以降の日を初日として、５連続取引日(但し、終値のない日は除

く。)にわたっ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割当予定先が取得請求す

る本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該５連続取引日の最終日以降の取引日、

又は平成30年８月６日(同日を含む。)以降平成30年８月15日(同日を含み、かつ、同日必着とする。)

までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当予定先は、当社に対し、当該本新株予約権の取得を

請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。

割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から３週間以内に

本新株予約権の発行要項に従い、当該本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存

する当該本新株予約権の全部を取得しなければなりません。

(3) 本新株予約権を選択した理由

当社は、上記「(注)１．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調

達をしようとする理由　(1) 資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法の

みならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断に

よって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、資金調達の蓋然性が確保され

た手法であるかを重視いたしました。

結果、上記「(注)１．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達

をしようとする理由　(2) 本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結する

予定の覚書及び本新株予約権買取契約の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の資金調達方法

であると判断いたしました。

(本新株予約権の主な特徴)

①　株価上昇時における機動的な資金調達の実現

株価が上昇してから新株発行の準備を開始した場合、発行手続に一定の期間が必要となるため、そ

の期間中の株価変動等により、資金調達機会を逸してしまう可能性があります。これに対し、株価

上昇を見込んだ行使価額を設定した本新株予約権を予め発行しておくことで、株価上昇後に機動的

に資金調達を行うことが可能となります。

②　希薄化への配慮

割当予定先と当社との間で締結する覚書により、当社は行使禁止期間を定めることができます。こ

れにより、当社による希薄化のコントロールが一定程度、可能となります。

③　最大希薄化が固定されていること

本新株予約権の目的である普通株式数は700,000株で一定であり、最大増加株式数は固定されてお

ります。なお、700,000株は、平成28年８月17日における発行済株式数対比9.93％となります。

④　行使価額の修正決議が可能

本新株予約権の行使価額は原則として固定されていますが、当社取締役会の決議により、行使価額

を修正することができます。これによって行使価額を大幅に上回って株価が上昇した場合には資金

調達額を増額できます。また、株価が行使価額を下回って推移している場合においても、資金ニー

ズが発生した場合に行使価額を修正することが可能です。

また、7,000個の新株予約権を第６回新株予約権2,000個、第７回新株予約権2,000個及び第８回新

株予約権3,000個の３回に分けて発行することで、各号それぞれにおいて行使価額の修正を決議す

ることができるため、より機動的な資金調達が可能となり、資本政策の柔軟性の確保に繋がると考

えます。

なお、行使価額を修正する決議を行った場合に、行使価額が当初行使価額を下回る価額に修正され

る可能性がありますが、下限は第６回新株予約権について2,454円、第７回新株予約権について

2,804円及び第８回新株予約権について3,155円とそれぞれ定められており、当社が行使価額の修正

を決定した後に株価が急落した場合であっても、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みと

なっています。
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⑤　株価上昇によるメリットを享受できること

行使価額の上限が設定されていないため、株価上昇時には調達額が増大するメリットを享受できま

す。

⑥　流動性の向上

割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される株式が市場にて売却されることに

より流動性の向上が期待できます。

⑦　資金調達の柔軟性

本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約権の全部を取

得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場合や当社が別

の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により切替えを行うことができ、今後

の資本政策の柔軟性が確保されております。また、本新株予約権については、当社株式の株価動向

や市場環境等に応じて、各号それぞれで取得を実施することができます。7,000個の新株予約権を

３回に分けて発行することで、より資本政策の機動性及び柔軟性を確保することができると考えて

おります。なお、取得価額は発行価額と同額であり、キャンセル料その他の取得価額以外の割当予

定先への支払いは一切発生いたしません。

⑧　譲渡制限

割当予定先は、当社取締役会の事前の承認を得ることなく、本新株予約権買取契約に基づき当社以

外の第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。

また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリットを

上回る優位性が評価できるものと考えております。

(本スキームのデメリット)

①　本新株予約権の発行時点では本新株予約権の発行価額の総額だけの資金調達となり、その後の権利

行使の進捗により、資金調達・資本増強の目的を実現することになります。割当予定先は権利行使

を行う義務は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権

利行使が完了するまでには一定の期間を要することが想定されます。また、株価が下限行使価格を

下回って推移した場合、権利行使が行われないこととなります。

②　株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。

③　割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえま

す。

④　第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘すること

はできません。

本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本スキー

ムが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。

(他の資金調達方法との比較)

①　公募増資との比較

公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じ

るため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。

②　第三者割当増資との比較

第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生

じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議決

権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるものと

考えております。

③　第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較

第三者割当型転換社債型新株予約権付社債(以下「ＣＢ」という。)は、様々な商品設計が考えられ

ますが、一般的には割当先が転換権を有しているため、当社のコントロールが及びません。また、

転換価額が固定のＣＢでは、株価が転換価額より上昇しない限り、転換が進捗せず資本増強目的が

達成できないことが懸念されます。一方、株価に連動して転換価額が修正されるＣＢでは、転換に

より交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、希薄化が確定しないために株

価に対して直接的な影響が懸念されます。

④　ライツ・オファリングとの比較

いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメ

ント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメン

ト型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内における

事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予想されま

す。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存投資家の参加率が不透明である

ことが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。

⑤　行使価額が固定された新株予約権との比較

行使価額が修正されない新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方

で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となります。
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⑥　借入・社債との比較

借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の低

下が見込まれます。

２．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容

当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約において、上記「(注)１．本新株予約権(行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由　(2) 本新株予約権の商品性

①　覚書に基づく行使禁止について」及び同「②　覚書に基づく取得請求について」並びに後記「第３　第

三者割当の場合の特記事項　２　株券等の譲渡制限」に記載の内容以外に、東京証券取引所の定める有価証

券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項乃至第５項の定め並びに日本証券業協会の定める

「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよ

う措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月にお

いて当該行使により取得することとなる株式数が平成28年９月５日における当社上場株式数の10％を超える

こととなる場合の、当該10％を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当

予定先に行わせないことを合意する予定です。また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制

限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過

行使に該当しないかについて当社に確認することを合意します。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場

合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先

となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。

当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、平成29年３月３日までの間、本新株予

約権が存する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、

又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有す

る一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない

旨を合意する予定です。

①　発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。

②　ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与す

る場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により

普通株式を発行若しくは処分する場合。

③　本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により

普通株式を発行又は処分する場合。

④　合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行

済株式総数の５％を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

本新株予約権には、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に記載のとおり当社が組

織再編行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権の承継に関する条項が付されており、当社が組織再

編行為を行う場合には、当社は、事前に割当予定先と協議の上、同条項に従い本新株予約権の承継を行うよ

う努めることを割当予定先と同意する予定です。

３．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付

け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

４．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

５．その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の取締役会の事前の承認を要するものとし

ます。

６．本新株予約権の行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株

予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所」欄第４項第(2)号に定める口座に入金された日に発生します。

７．新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

８．読み替えその他の措置

当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要とな

る場合には、当社は必要な措置を講じます。

９．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第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ません。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱

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います。

 

EDINET提出書類

ゲンキー株式会社(E03410)

有価証券届出書（参照方式）

12/39



 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行新株予約権証券(第７回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 2,000個

発行価額の総額 4,158,000円

発行価格
本新株予約権１個当たり2,079円
(本新株予約権の目的である株式１株当たり20.79円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成28年９月２日(金)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
ゲンキー株式会社　管理本部財務部
福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

割当日 平成28年９月５日(月)

払込期日 平成28年９月５日(月)

払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　福井支店
福井県福井市大手三丁目５番１号

 

(注) １．ゲンキー株式会社第７回新株予約権(以下文脈に応じて個別もしくは第６回新株予約権(前記「１　新規発行

新株予約権証券(第６回新株予約権証券)」参照)及び第８回新株予約権(後記「３　新規発行新株予約権証券

(第８回新株予約権証券)」参照)と総称して「本新株予約権」という。)は、平成28年８月17日(水)開催の当

社取締役会において発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に申込取扱場所に申込みをするこ

ととし、払込期日までに払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

割当予定先の状況については、別記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況」をご参

照ください。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
当該行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等の
特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は200,000株、割当株式数(別記「新株予約
権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。)は100株で確定しており、株価
の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項
第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的
となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。)。
なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達額は増加又は減
少する。

 ２　本新株予約権の行使価額の修正基準：当社は平成28年９月６日以降、当社取締役
会の決議により行使価額を修正することができる。本項に基づき行使価額の修正
を決議した場合、当社は本新株予約権者に直ちに行使価額を修正する旨の通知(以
下「行使価額修正通知」という。)をするものとし、行使価額修正通知が行われた
日(以下「通知日」という。)の翌営業日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日
でない場合には直前取引日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
という。)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90％に相
当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。以下
「修正後行使価額」という。)に修正される。

３　行使価額の修正頻度：当社取締役会における行使価額の修正の決議のたびに修正
される。

４　行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、当初2,804円(別記「新株予約
権の行使時の払込金額」欄第３項による調整を受ける。以下「下限行使価額」と
いう。)である。

５　割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は200,000株(平成28年
８月17日現在の発行済株式総数に対する割合は2.84％)、割当株式数は100株で確
定している(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、
割当株式数は、調整されることがある。)。

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株
予約権がすべて行使された場合の資金調達額)：564,958,000円(但し、本新株予約
権は行使されない可能性がある。)

７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条
項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条
件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる
株式の種類

当社普通株式
完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準と
なる株式である。なお、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる
株式の数

１　本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式200,000株とする
(本新株予約権１個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100
株とする。)。
但し、本欄第２項によって割当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調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 ２　本新株予約権の目的である株式の数の調整
(1) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に従って行使価

額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとす
る。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×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、別記「新株予約権の
行使時の払込金額」欄第３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) 前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に

係る割当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
捨てるものとする。

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項第(2)号及び第(4)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) 割当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並びに

その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要
な事項を本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通
知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号⑦に定
める場合その他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、適用の日以降すみやかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本

項第(2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円
未満の端数を生ずる場合は、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際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額(以

下「行使価額」という。)は、当初7,000円とする。但し、本欄第２項又は第３
項に従い、修正又は調整される。

 ２　行使価額の修正
(1) 当社は平成28年９月６日以降、当社取締役会の決議により行使価額を修正する

ことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は本新株予
約権者に直ちに行使価額修正通知をするものとし、通知日の翌営業日に、行使
価額は、修正後行使価額に修正される。

(2) 修正後行使価額の算出において、通知日(通知日が取引日でない場合には直前取

引日)に本欄第３項で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、通知日の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調
整されるものとする。

(3) 本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回

ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価
額」は当初、2,804円とする。下限行使価額は本欄第３項の規定を準用して調整
される。

(4) 本号以下に該当する場合には当社は行使価額修正通知を行うことができない。

①　金融商品取引法、関連諸法令及び諸規則並びに東京証券取引所の規則に基づ
く開示(以下「開示」という。)がなされた書類(有価証券報告書、四半期報告
書、臨時報告書、これらの訂正報告書、プレスリリースを含むがこれらに限
られない。)に記載されているものを除き、開示されている当社の直近の監査
済連結財務諸表にかかる営業年度の期末日以降、当社及びその企業集団(連結
財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第４条第１項第１号に定め
る企業集団をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フ
ローの状況に重大な悪影響をもたらす事態が発生している場合

②　当社にかかる業務等に関する重要事実等(金融商品取引法第166条第２項所定
の重要事実及び同法第167条第２項所定の事実をいう。以下同じ。)で公表(金
融商品取引法施行令第30条に基づきなされる公表措置をいう。以下同じ。)が
なされていないものがある場合

③　本新株予約権並びに本新株予約権と同時に発行するゲンキー株式会社第６回
新株予約権及びゲンキー株式会社第８回新株予約権のいずれかに関し発せら
れた前回の行使価額修正通知を行ってから２か月が経過していない場合

 ３　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普通株

式の発行済株式総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
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

普通株式数

 
＋

交付普通株式数 ×
１株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」とい
う。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその
日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日
の１か月前の日における当社の発行済普通株式総数から調整後行使価額を適用
する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整
前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普
通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。
なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用す
る交付普通株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式にかかり増
加した当社普通株式数を含まないものとする。

 

EDINET提出書類

ゲンキー株式会社(E03410)

有価証券届出書（参照方式）

16/39



 

 (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

後の行使価額を適用する日については、次に定めるところによる。
①　行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を

除き、以下「時価」という。)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(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは
取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)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。)その他の証券若しくは権利の転換、交
換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該
払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを
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。

②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、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ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、
当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主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。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって
当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を
含む。)、又は時価を下回る対価をもって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。)その他の証券若しくは
権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付
社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株
式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式
が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、
払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割
当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社
普通株主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。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の
対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整
後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の
全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が
交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当
該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普
通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による
行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全
希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)が、上記交付の
直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する
株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式
を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超
えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

 ⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価(本⑤
において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等
の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取
得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修
正等後の取得価額等が、当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正
日」という。)における時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額
等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日
に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、
交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定
を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用す
る。
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 (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調
整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存
する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又
は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後
普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数
を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式
の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するも
のとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

⑥　本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③におけ
る新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その
行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は
行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財
産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通
株式の数で除した金額をいう。

⑦　本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え
るための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の
株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、
本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日
以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法によ
り、当社普通株式を交付するものとする。

 
株式数＝

(調整前行使価額－調整後行使価額)×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整
は行わない。

 (3)①　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、その小
数第２位を切り捨てる。

②　時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑦の場合は基準
日)に先立つ45取引日目に始まる30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毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その
小数第２位を切り捨てる。

③　「完全希薄化後普通株式数」は、調整後行使価額を初めて適用する日の１か
月前の日における当社の発行済普通株式総数から、調整後行使価額を適用す
る日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整
前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当
社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたもの
とする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交
付普通株式数」とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。

④　本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付
された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証
券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するもの
とする。

(4) 本項第(2)号で定める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。
①　株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸

収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式
会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために
行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社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。

③　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。

(5) 本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整

後行使価額を適用する日が本欄第２項に基づく行使価額を修正する日と一致す
る場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないもの
とする。但し、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を
行うものとする。
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 (6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整

されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事
由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本
新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の
前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかに
これを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下
限行使価額の調整についてのみ行う。

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

1,404,158,000円
上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額
である。そのため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項又は第３項によ
り、行使価額が修正又は調整された場合には、上記発行価額の総額は増加又は減少す
る。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本
新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減少する。

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　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、当該行使請
求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請
求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株
式数で除した額とする。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の
額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じ
た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる
ものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本
金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年９月６日から平成30年９月５日(但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及
び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取
得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。
但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とす
る。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１　本新株予約権の行使請求受付場所
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

２　本新株予約権の行使請求取次場所
該当事項はありません。

３　本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　福井支店

４　本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」と

いう。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)
第２条第４項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という)に対し行使
請求に要する手続きを行い、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予
約権の行使期間中に機構により本欄第１項に定める行使請求受付場所(以下「行
使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理
機関を通じて現金にて本欄第３項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱
場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。

(3) 本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができな

い。

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。なお、別記「(注)１．本新株予約
権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとす
る理由　(2) 本新株予約権の商品性」に記載のとおり、当社は、割当予定先との間

で、本新株予約権の行使等について規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結す
る。
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自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

１　当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、平成28
年９月６日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の２週間前
までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当
たり2,079円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。

２　当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる
株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株
主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合におい
て、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄に従い承継
会社等(同欄に定義する。)の新株予約権が交付されない場合には、当該組織再編
行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の
２週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約
権１個当たり2,079円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

該当事項なし。但し、別記「(注)１．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付
社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由　(2) 本新株予約権の商品性」

等に記載のとおり、本新株予約権に係るゲンキー株式会社第６回乃至第８回新株予約
権買取契約において、割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当
を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められ
る。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

当社は、当社が組織再編行為を行う場合(但し、承継会社等(以下に定義する。)の普通
株式が当社の株主に交付される場合に限る。)、当該組織再編行為の効力発生の直前に
おいて残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本欄第(1)号乃至第(9)号に定め
る内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するもの
とする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅
し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
「承継会社等」とは、会社法第236条第１項第８号イ、ニ及びホに掲げる株式会社で
あって、当該組織再編行為の効力発生日において日本の上場会社であるものであるか
当該組織再編行為の効力発生日において日本の上場会社であることが予想されるもの
をいう。
(1) 承継新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数を基準に、
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する
数とする。

(2) 承継新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する
数とする。

(4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権
者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継
新株予約権を行使したときに受領できるように、組織再編行為の条件等を勘案の
上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する価額に、交付する承継新株予約
権１個当たりの目的である承継会社等の株式の数を乗じた額とするが、計算の結
果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(5) 承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株
予約権の行使期間の末日までとする。

(6) 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
別記「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」欄第２項「新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金
及び資本準備金の額」に準じて決定する。

(7) その他の新株予約権の行使の条件

別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
(8) 承継新株予約権の取得事由及び取得の条件

別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に準じて決定する。
(9) その他

承継新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整
は行わない。
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(注) １．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由

前記「１　新規発行新株予約権証券(第６回新株予約券証券)　(2) 新株予約権の内容等　(注)１.」を参照

２．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容

前記「１　新規発行新株予約権証券(第６回新株予約券証券)　(2) 新株予約権の内容等　(注)２.」を参照

３．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付

け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

４．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

５．その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の取締役会の事前の承認を要するものとし

ます。

６．本新株予約権の行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株

予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所」欄第４項第(2)号に定める口座に入金された日に発生します。

７．新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

８．読み替えその他の措置

当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要とな

る場合には、当社は必要な措置を講じます。

９．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第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ません。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱

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います。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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３ 【新規発行新株予約権証券(第８回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 3,000個

発行価額の総額 5,691,000円

発行価格
本新株予約権１個当たり1,897円
(本新株予約権の目的である株式１株当たり18.97円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成28年９月２日(金)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
ゲンキー株式会社　管理本部財務部
福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

割当日 平成28年９月５日(月)

払込期日 平成28年９月５日(月)

払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　福井支店
福井県福井市大手三丁目５番１号

 

(注) １．ゲンキー株式会社第８回新株予約権(以下文脈に応じて個別もしくは第６回新株予約権(前記「１　新規発行

新株予約権証券(第６回新株予約権証券)」参照)及び第７回新株予約権(前記「２　新規発行新株予約権証券

(第７回新株予約権証券)」参照)と総称して「本新株予約権」という。)は、平成28年８月17日(水)開催の当

社取締役会において発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に申込取扱場所に申込みをするこ

ととし、払込期日までに払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

割当予定先の状況については、別記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況」をご参

照ください。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
当該行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等の
特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は300,000株、割当株式数(別記「新株予約
権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。)は100株で確定しており、株価
の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項
第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的
となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。)。
なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達額は増加又は減
少する。

 ２　本新株予約権の行使価額の修正基準：当社は平成28年９月６日以降、当社取締役
会の決議により行使価額を修正することができる。本項に基づき行使価額の修正
を決議した場合、当社は本新株予約権者に直ちに行使価額を修正する旨の通知(以
下「行使価額修正通知」という。)をするものとし、行使価額修正通知が行われた
日(以下「通知日」という。)の翌営業日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日
でない場合には直前取引日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
という。)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90％に相
当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。以下
「修正後行使価額」という。)に修正される。

３　行使価額の修正頻度：当社取締役会における行使価額の修正の決議のたびに修正
される。

４　行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、当初3,155円(別記「新株予約
権の行使時の払込金額」欄第３項による調整を受ける。以下「下限行使価額」と
いう。)である。

５　割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は300,000株(平成28年
８月17日現在の発行済株式総数に対する割合は4.25％)、割当株式数は100株で確
定している(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、
割当株式数は、調整されることがある。)。

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株
予約権がすべて行使された場合の資金調達額)：952,191,000円(但し、本新株予約
権は行使されない可能性がある。)

７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条
項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条
件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる
株式の種類

当社普通株式
完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準と
なる株式である。なお、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる
株式の数

１　本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式300,000株とする
(本新株予約権１個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100
株とする。)。
但し、本欄第２項によって割当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調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 ２　本新株予約権の目的である株式の数の調整
(1) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に従って行使価

額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとす
る。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×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、別記「新株予約権の
行使時の払込金額」欄第３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) 前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に

係る割当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
捨てるものとする。

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項第(2)号及び第(4)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) 割当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並びに

その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要
な事項を本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通
知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号⑦に定
める場合その他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、適用の日以降すみやかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本

項第(2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円
未満の端数を生ずる場合は、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際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額(以

下「行使価額」という。)は、当初7,000円とする。但し、本欄第２項又は第３
項に従い、修正又は調整される。

 ２　行使価額の修正
(1) 当社は平成28年９月６日以降、当社取締役会の決議により行使価額を修正する

ことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は本新株予
約権者に直ちに行使価額修正通知をするものとし、通知日の翌営業日に、行使
価額は、修正後行使価額に修正される。

(2) 修正後行使価額の算出において、通知日(通知日が取引日でない場合には直前取

引日)に本欄第３項で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、通知日の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調
整されるものとする。

(3) 本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回

ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価
額」は当初、3,155円とする。下限行使価額は本欄第３項の規定を準用して調整
される。

(4) 本号以下に該当する場合には当社は行使価額修正通知を行うことができない。

①　金融商品取引法、関連諸法令及び諸規則並びに東京証券取引所の規則に基づ
く開示(以下「開示」という。)がなされた書類(有価証券報告書、四半期報告
書、臨時報告書、これらの訂正報告書、プレスリリースを含むがこれらに限
られない。)に記載されているものを除き、開示されている当社の直近の監査
済連結財務諸表にかかる営業年度の期末日以降、当社及びその企業集団(連結
財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第４条第１項第１号に定め
る企業集団をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フ
ローの状況に重大な悪影響をもたらす事態が発生している場合

②　当社にかかる業務等に関する重要事実等(金融商品取引法第166条第２項所定
の重要事実及び同法第167条第２項所定の事実をいう。以下同じ。)で公表(金
融商品取引法施行令第30条に基づきなされる公表措置をいう。以下同じ。)が
なされていないものがある場合

③　本新株予約権並びに本新株予約権と同時に発行するゲンキー株式会社第６回
新株予約権及びゲンキー株式会社第７回新株予約権のいずれかに関し発せら
れた前回の行使価額修正通知を行ってから２か月が経過していない場合

 ３　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普通株

式の発行済株式総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
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

普通株式数

 
＋

交付普通株式数 ×
１株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」とい
う。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその
日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日
の１か月前の日における当社の発行済普通株式総数から調整後行使価額を適用
する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整
前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普
通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。
なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用す
る交付普通株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式にかかり増
加した当社普通株式数を含まないものとする。
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 (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

後の行使価額を適用する日については、次に定めるところによる。
①　行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を

除き、以下「時価」という。)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(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは
取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)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。)その他の証券若しくは権利の転換、交
換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該
払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを
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。

②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、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ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、
当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主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。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって
当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を
含む。)、又は時価を下回る対価をもって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。)その他の証券若しくは
権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付
社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株
式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式
が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、
払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割
当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社
普通株主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。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の
対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整
後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の
全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が
交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当
該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普
通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による
行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全
希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)が、上記交付の
直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する
株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式
を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超
えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

 ⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価(本⑤
において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等
の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取
得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修
正等後の取得価額等が、当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正
日」という。)における時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額
等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日
に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、
交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定
を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用す
る。
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 (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調
整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存
する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又
は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後
普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数
を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式
の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するも
のとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

⑥　本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③におけ
る新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その
行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は
行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財
産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通
株式の数で除した金額をいう。

⑦　本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え
るための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の
株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、
本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日
以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法によ
り、当社普通株式を交付するものとする。

 
株式数＝

(調整前行使価額－調整後行使価額)×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整
は行わない。

 (3)①　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、その小
数第２位を切り捨てる。

②　時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑦の場合は基準
日)に先立つ45取引日目に始まる30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毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その
小数第２位を切り捨てる。

③　「完全希薄化後普通株式数」は、調整後行使価額を初めて適用する日の１か
月前の日における当社の発行済普通株式総数から、調整後行使価額を適用す
る日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整
前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当
社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたもの
とする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交
付普通株式数」とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。

④　本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付
された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証
券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するもの
とする。

(4) 本項第(2)号で定める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。
①　株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸

収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式
会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために
行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社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。

③　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。

(5) 本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整

後行使価額を適用する日が本欄第２項に基づく行使価額を修正する日と一致す
る場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないもの
とする。但し、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を
行うものとする。
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 (6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整

されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事
由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本
新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の
前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかに
これを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下
限行使価額の調整についてのみ行う。

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

2,105,691,000円
上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額
である。そのため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項又は第３項によ
り、行使価額が修正又は調整された場合には、上記発行価額の総額は増加又は減少す
る。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本
新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減少する。

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　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、当該行使請
求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請
求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株
式数で除した額とする。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の
額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じ
た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる
ものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本
金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年９月６日から平成30年９月５日(但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及
び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取
得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。
但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とす
る。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１　本新株予約権の行使請求受付場所
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

２　本新株予約権の行使請求取次場所
該当事項はありません。

３　本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　福井支店

４　本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」と

いう。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)
第２条第４項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という)に対し行使
請求に要する手続きを行い、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予
約権の行使期間中に機構により本欄第１項に定める行使請求受付場所(以下「行
使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理
機関を通じて現金にて本欄第３項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱
場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。

(3) 本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができな

い。

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。なお、別記「(注)１．本新株予約
権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとす
る理由　(2) 本新株予約権の商品性」に記載のとおり、当社は、割当予定先との間

で、本新株予約権の行使等について規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結す
る。
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自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

１　当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、平成28
年９月６日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の２週間前
までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当
たり1,897円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。

２　当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる
株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株
主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合におい
て、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄に従い承継
会社等(同欄に定義する。)の新株予約権が交付されない場合には、当該組織再編
行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の
２週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約
権１個当たり1,897円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

該当事項なし。但し、別記「(注)１．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付
社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由　(2) 本新株予約権の商品性」

等に記載のとおり、本新株予約権に係るゲンキー株式会社第６回乃至第８回新株予約
権買取契約において、割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当
を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められ
る。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

当社は、当社が組織再編行為を行う場合(但し、承継会社等(以下に定義する。)の普通
株式が当社の株主に交付される場合に限る。)、当該組織再編行為の効力発生の直前に
おいて残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本欄第(1)号乃至第(9)号に定め
る内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するもの
とする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅
し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
「承継会社等」とは、会社法第236条第１項第８号イ、ニ及びホに掲げる株式会社で
あって、当該組織再編行為の効力発生日において日本の上場会社であるものであるか
当該組織再編行為の効力発生日において日本の上場会社であることが予想されるもの
をいう。
(1) 承継新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数を基準に、
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する
数とする。

(2) 承継新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する
数とする。

(4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権
者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継
新株予約権を行使したときに受領できるように、組織再編行為の条件等を勘案の
上、本新株予約権の発行要項を参照して決定する価額に、交付する承継新株予約
権１個当たりの目的である承継会社等の株式の数を乗じた額とするが、計算の結
果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(5) 承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株
予約権の行使期間の末日までとする。

(6) 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
別記「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」欄第２項「新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金
及び資本準備金の額」に準じて決定する。

(7) その他の新株予約権の行使の条件

別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
(8) 承継新株予約権の取得事由及び取得の条件

別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に準じて決定する。
(9) その他

承継新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整
は行わない。
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(注) １．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由

前記「１　新規発行新株予約権証券(第６回新株予約券証券)　(2) 新株予約権の内容等　(注)１.」を参照

２．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容

前記「１　新規発行新株予約権証券(第６回新株予約券証券)　(2) 新株予約権の内容等　(注)２.」を参照

３．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付

け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

４．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

５．その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の取締役会の事前の承認を要するものとし

ます。

６．本新株予約権の行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株

予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所」欄第４項第(2)号に定める口座に入金された日に発生します。

７．新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

８．読み替えその他の措置

当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要とな

る場合には、当社は必要な措置を講じます。

９．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第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ません。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱

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います。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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４ 【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】

 

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)

4,914,429,000 6,000,000 4,908,429,000
 

(注) １．払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(第６回新株予約権、第７回新株予約権及び第８回新株

予約権の合計14,429,000円)に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(第６回新株予約

権、第７回新株予約権及び第８回新株予約権の合計4,900,000,000円)を合算した金額です。なお、本新株予

約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと

仮定した場合の金額であります。

 発行価額の総額(円)
行使に際して出資される財産の

価額の合計額(円)

第６回新株予約権 4,580,000 1,400,000,000

第７回新株予約権 4,158,000 1,400,000,000

第８回新株予約権 5,691,000 2,100,000,000
 

２．行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増

加又は減少します。また、本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取得した本新株予

約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概

算額は減少します。

３．発行諸費用の概算額は、弁護士・本新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用及び

変更登記費用等)の合計です。

４．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。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額4,908,429,000円については、別記「１　新規発行新株予約権証券(第６回新株予約権証券)　

(2) 新株予約権の内容等　(注)１.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調

達をしようとする理由　(1) 資金調達の主な目的」に記載しております、当社の運営するディスカウントドラッグ

のうちNew300坪タイプの店舗の新規出店資金に充当する予定です。

新規出店につきましては１店舗当たり２億円程度の投資額として、平成29年６月期において50店舗の出店を計画

しております。また、平成30年６月期以降においても同様に新規出店を加速させ、住宅地へ深く入り込むことで、

さらなるドミナントエリアの深耕により、当社グループの売上規模の拡大及びドミナント戦略による店舗運営の効

率化の向上を図りたいと考えております。

本件による資金調達は、上記戦略を着実に遂行するための必要資金の一部を確保することを目的としており、本

新株予約権の行使期間中においては新規出店に伴う費用が断続的に発生することが見込まれることから、本新株予

約権の行使に際して出資される都度、その時期に必要となる新規出店資金の一部として充当することを想定してお

ります。

　

具体的な使途 金額(円) 支出予定時期

ディスカウントドラッグの新規出店資金 4,908,429,000 平成28年９月～平成30年８月
 

(注) １．上記差引手取概算額の支出予定時期までの資金管理については、銀行預金等の安定的な金融資産で運用する

予定です。

２．本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行われず、本新株

予約権の行使による資金調達ができない場合があります。そのため、支出予定時期については現時点におけ

る予定であり、具体的な金額及び使途については、本新株予約権の行使による財産の出資がなされた時点の

状況に応じて変更される場合があります。なお、本新株予約権の行使が進まず、当初予定していた金額の資

金が調達できなかった場合や支出予定時期との関係で不足が生じた場合には、銀行借入にて必要な資金を調

達する予定です。また、行使価額の修正により資金調達の金額が当初想定額を上回った場合、かかる超過分

は新規出店資金として追加充当する予定です。
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第２ 【売出要項】

　

該当事項はありません。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

　

名称 大和証券株式会社

本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

直近の有価証券報告書等の提出日
有価証券報告書　事業年度　第24期
(自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
平成28年６月29日関東財務局長に提出

 

　

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数
(平成28年６月20日現在)

該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式の数
(平成28年６月20日現在)

4,900株

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引等関係 当社の主幹事証券会社であります。
 

 
ｃ．割当予定先の選定理由

当社は、前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券(第６回新株予約権証券)　(2) 新株予約権の内容

等　(注)１．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理

由　(3) 本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた

様々な手法について検討を行ってきましたが、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資

本増強を行い、資金調達の蓋然性を確保したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、大和証

券株式会社より本新株予約権の提案を受けたことから、同社を割当予定先として選定しました。

また、同社が、①当社の主幹事証券会社として当社と良好な関係を構築してきたこと、②国内外に厚い投資家基

盤を有しているため、当社普通株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を

予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③前記「第１　募集要項　

１　新規発行新株予約権証券(第６回新株予約権証券)　(2) 新株予約権の内容等　(注)１．本新株予約権(行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由　(3) 本新株予約権を選択した理

由」に記載の本資金調達方法の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達の実施にあた

り十分な信用力を有すること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。

なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予定するものであ

り、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるもので

す。
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ｄ．割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である当社普通株式の総数700,000株(第６回新株予約権200,000株、第７回新株予約権

200,000株、第８回新株予約権300,000株)

 
ｅ．株券等の保有方針

割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡

することはできません。また、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思を有してお

らず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定です。

 
ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先が平成28年６月29日付で関東財務局長宛に提出した有価証券報告書(第24期)の平成28年３月

31日における貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総額の払込み及び新株予約権の行使に要

する充分な現預金及びその他の流動資産を保有していることを確認しております。

 
ｇ．割当予定先の実態

割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力に該当しない

ことに関する確認書の提出はしていません。

割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に上

場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係断絶に努めていること

を公に表示しており、当社はその文面を入手しております。また、当社は、当該文面の内容、及び同社が警察等関

係機関、法律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、対外諸手続き面においても反社会的勢力との「関

係遮断の徹底」の充実を図っていること等、割当予定先から確認しております。また、同社は、上場企業が発行会

社となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者割当による引受の実例を多数有しております。

これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断してお

ります。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

割当予定先は、当社取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する

ことはできません。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先に対して、当社との間で譲

渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束

させるものとします。但し、割当予定先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)

を当社以外の第三者に譲渡することは妨げられません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定められた諸条件を

考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(代表者：黒崎知岳、住所：東京

都港区元赤坂一丁目１番８号)(以下「赤坂国際会計」という。)に依頼しました。当該機関は、本新株予約権の発行

要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的

な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式のボラティリ

ティ、配当利回り、無リスク利子率、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当先の株式処分コスト、割当予

定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提(当社の資金調達需要が行使期間に渡り

一様に分散的に発生するという仮定の下、資金調達需要が発生した場合には当社は下限行使価額が低い回号の新株

予約権が優先して行使されるよう行使禁止期間を指定せず行使価額修正を実施すること、並びに新株予約権の当社

からの通知による取得は行われないこと、等)を置き評価を実施しました。
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当社は、当該機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先と協議の上で、本新株予約権１個

の払込金額を当該評価額と同額、すなわち第６回新株予約権は金2,290円、第７回新株予約権は金2,079円、第８回

新株予約権は金1,897円としました。

また、本新株予約権の当初行使価額は7,000円であり、その後の行使価額は、当社の取締役会決議により、行使価

額を修正する旨の通知が行われた日における当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額に修正すること

が可能であるものの、その価額は下限行使価額、すなわち第６回新株予約権は2,454円、第７回新株予約権は2,804

円、第８回新株予約権は3,155円を下回ることはありません。そのため、本新株予約権の行使価額は、最近６ヶ月間

及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる行使価額に照らしても、

本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。

当社監査役全員も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認めら

れること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際会計による本新株予約

権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデー

タ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際

会計によって算出された評価額と同額としていることから、割当予定先に特に有利でないと判断しております。

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大700,000株であり、当社の議決

権総数70,491個(平成28年６月20日現在)に対し、9.93％の希薄化が生じます。しかしながら、当該資金調達は、当

社の業容を拡大し、今後の収益性の向上や企業価値の向上に寄与し既存株主を含めた株主全体の利益につながるこ

とから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたしました。

また、当社普通株式の過去６ヶ月における１日当たり平均出来高は79,703株であり、行使可能期間において円滑

に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、割当予定先との間で締結する予定の覚書により、当

社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使禁止期間を定めて希薄化のタイミングをコントロールすることが可

能であることから、本新株予約権の発行は市場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】

本新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みであります。

 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合

フジナガインターナショナ
ルキャピタルズ有限会社

福井県福井市北四ツ居２丁
目16－17

2,353,200 33.38％ 2,353,200 30.37％

株式会社　華
福井県福井市問屋町２丁目
35番地

400,000 5.67％ 400,000 5.16％

ビービーエイチ フォー
フィデリティ ロー プライ
スド ストック ファンド
(常任代理人　株式会社三
菱東京UFJ銀行)

US 245 SUMMER STREET
BOSTON, MA 02210 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内２丁
目７－１)

365,400 5.18％ 365,400 4.72％

ゲンキー従業員持株会
福井県坂井市丸岡町下久米
田38字33番

310,300 4.40％ 310,300 4.00％

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８
－11

301,700 4.28％ 301,700 3.89％

藤　永　賢　一 福井県福井市 210,000 2.98％ 210,000 2.71％

ゲンキー取引先持株会
福井県坂井市丸岡町下久米
田38字33番

173,200 2.46％ 173,200 2.24％

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内３丁
目３－１

111,500 1.58％ 111,500 1.44％

株式会社みずほ銀行
(常任代理人　資産管理
サービス信託銀行株式会
社)

東京都千代田区大手町１丁
目５－５
(東京都中央区晴海１丁目８
－12)

80,000 1.13％ 80,000 1.03％

エムエルアイ　ストック　
ローン
(常任代理人　メリルリン
チ日本証券株式会社)

MERRILL LYNCH FINANCIAL
CENTRE 2 KING EDWARD
STREET LONDON EC1A 1HQ
(東京都中央区日本橋１丁目
４－１)

68,191 0.97％ 68,191 0.88％

計 ― 4,373,491 62.04％ 4,373,491 56.44％
 

(注) １．「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成28年６月20日現在の株主名簿に基

づき記載しております。

２．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を「総

議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る

議決権の数を加えた数で除して算出しております。

３．割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を約していないため、「割

当後の所有株式数」の算出にあたり、割当予定先の所有株式数には本新株予約権の目的である株式の数を加

算しておりません。なお、割当予定先が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社普通株式を全て保有

し、かつ、本件の他に新株式発行・自己株式取得を行わないと仮定した場合、割当予定先に係る「割当後の

所有株式数」は704,900株、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は9.10％となります。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。

 

第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第25期(自　平成26年６月21日　至　平成27年６月20日)平成27年９月11日北陸財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第26期第１四半期(自　平成27年６月21日　至　平成27年９月20日)平成27年10月28日北陸財務局長に提

出

 

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第26期第２四半期(自　平成27年９月21日　至　平成27年12月20日)平成28年１月27日北陸財務局長に提

出

 
４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第26期第３四半期(自　平成27年12月21日　至　平成28年３月20日)平成28年４月26日北陸財務局長に提

出

 
５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成28年８月17日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成27年９月14日に

北陸財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

　

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成28年８月17日)

までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記

載したものであり、当該変更及び追加箇所については　　　罫で示しております。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下の「事業等のリス

ク」に記載した事項を除き、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将

来に関する事項もありません。

 

［事業等のリスク］

有価証券報告書等に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のような

ものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成28年８月17日)現在において当社グループが判断

したものであります。

(1) 法的規制について

①　「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」とい

う。)等による規制について

当社グループは、「医薬品医療機器等法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可・登録・指

定・免許及び届出を必要としております。また、食品、たばこ、酒類等の販売については、食品衛生法等それぞ

れ関係法令に基づき、所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。今後当該法令等の改正により、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

医薬品の販売については、平成21年６月に「薬事法の一部を改正する法律」が施行され、一般用医薬品をリス

クの程度に応じて第１類から第３類までの３つのグループに分類し、このうちリスクの程度が低い第２類及び第

３類については、新設された「登録販売者」の資格を有する者でも販売が可能とされました。

また、平成26年６月施行の薬事法改正では、一般用医薬品の分類が、要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医

薬品及び第３類医薬品に変更され、要指導医薬品を除く第１類から第３類までの医薬品については、インター

ネットでの販売が事実上可能となりました。当該法令の改正等により他業種からの新規参入による競争の激化が

予想され、その動向によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　出店に関する規制について

平成12年６月に「大規模小売店舗立地法」が施行されました。これは、売場面積が1,000㎡超の新規出店及び既

存店舗の増床については、騒音、交通渋滞、ゴミ処理問題等、出店地近隣住民の生活を守る立場から、都道府県

または政令指定都市が一定の審査をし、規制するものであります。

当社グループは、今後の出店政策としてNew300坪タイプの店舗をレギュラー店と位置づけて出店していく予定

でありますが、1,000㎡未満の店舗の出店に際しても地元自治体等との交渉の動向によっては、出店近隣住民及び

地元小売業者との調整を図ることが必要となる可能性があります。従いまして、上述の法的規制等により、計画

どおりの出店ができない場合には、今後の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　その他法規制

当社グループではその他、不当景品類及び不当表示防止法・農林物資の規格化等に関する法律(ＪＡＳ法)・私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律(容器包装リサイクル法)・エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)などの関連法規等の

法的規制の適用を受けております。当社グループとしましては、法令遵守を徹底しておりますが、万一法令に違

反する事由が発生した場合は、事業活動が制限されるため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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(2) 資格者の確保について

平成21年６月に施行されました改正薬事法において、医薬品を販売する際にはそのリスク区分に応じて薬剤師　

もしくは登録販売者の配置が義務づけられております。登録販売者資格の取得(都道府県試験)については、社外講

師を招いての自社教育制度や、インターネット通信教育を導入して社内育成に努めておりますが、薬剤師等の確保

や登録販売者の試験合格者数が予定どおりとならない場合、当社グループの出店計画に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
(3) 個人情報の取扱いについて

当社グループは、カウンセリング化粧品販売及び子会社のインターネット通信販売業務に伴う顧客情報、並びに

当社グループの従業員に関する個人情報を保持しております。これらの情報の取扱いについては、情報管理者によ

り情報の利用・保管等に関する社内ルールを設け、その管理については万全を期しておりますが、万一個人情報の

漏洩が発生した場合、社会的信用失墜や損害賠償請求等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
(4) 出店政策について

当社グループは平成28年６月20日現在150店舗(小型店５店舗、300坪タイプ62店舗、大型店83店舗)を運営してお

ります。今後の出店政策としましては、主力フォーマットとして従来のメガドラッグストアを進化させたNew300坪

タイプのディスカウントドラッグをレギュラー店と位置づけて出店していく予定であります。当社グループが新規

出店する場合には、常に個別店舗の採算を重視しており、当社グループの出店条件に合致する物件が獲得できない

場合は、出店計画が達成されない場合があるため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

最近５事業年度の売上高、期末店舗数、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は以下のとお

りであります。

 

 平成24年６月期 平成25年６月期 平成26年６月期 平成27年６月期 平成28年６月期

業態別
売上高

小型店(千円) 2,882,726 2,536,818 2,065,375 1,827,396 1,321,453

300坪タイプ(千円) 3,092,069 4,557,717 5,268,966 6,149,729 15,216,768

大型店(千円) 49,700,199 46,008,282 48,740,013 52,926,312 54,472,084

その他(千円) 1,025,825 1,553,565 1,875,484 2,240,254 2,485,676

計(千円) 56,700,822 54,656,383 57,949,841 63,143,693 73,495,982

期末
店舗数

小型店(店) 16 15 13 9 5

300坪タイプ(店) 10 14 14 28 62

大型店(店) 56 64 71 85 83

計(店) 82 93 98 122 150

営業利益(千円) 1,923,690 896,555 1,901,604 2,738,924 2,655,263

経常利益(千円) 2,080,662 1,040,295 2,007,392 2,877,835 2,883,328

親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

1,144,188 623,065 1,171,132 1,761,329 1,901,352
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．数値は連結財務諸表に基づいております。なお、平成28年６月期については、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に基づく連結財務諸表に関する監査法人の監査は終了しておりません。

３．従来、営業外収益の受取手数料に含めておりました配送料収入について、平成25年６月期より売上原価から

控除する方法に変更したため、平成24年６月期については当該会計方針の変更を反映した遡及修正後の数値

を記載しております。
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(5) ドミナント出店政策について

当社グループは平成28年６月20日現在、福井県(48店舗)、岐阜県(63店舗)、愛知県(26店舗)、石川県(13店舗)の

150店舗を展開し、福井県においては一定のドミナントエリアを形成しております。

当社グループがドミナントエリアを形成し、その地域に出店する戦略を採用しておりますのは、店舗間の距離を

近づけることでその地域のお客様の認知度が高まり、広告宣伝費や物流コスト等を低く抑えることができるためで

あります。しかし一方で、一定のドミナントエリアが形成されるまでは、その有利さはありません。したがって、

当社グループが出店を集中させていく商勢圏において、出店場所を十分に確保できない場合やドミナントエリアの

形成までに時間を要する場合には、店舗展開が分散化することにより広告宣伝費や物流コストが嵩み、収益を圧迫

することになるため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、ドミナントエリア形成の副作

用といたしまして、出店した店舗間の距離が近すぎる場合には自社競合が発生し、双方の店舗におきまして売上高

や利益の減少などが考えられ、それによって当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(6) 借入金依存度について

当社グループは、出店による設備資金及び差入保証金等を主として金融機関からの借入金等により調達しており

ます。総資産に対する借入金等の比率は36.9％(平成28年６月20日現在)となっており、今後の金利動向によって

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(7) 固定資産の減損処理について

当社グループは、自社所有している固定資産の価値が将来大幅に下落した場合並びに店舗等で収益性が低下した

場合等、減損会計の適用により対象となる資産または資産グループに対して、固定資産の減損処理が必要となる場

合があります。これにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(8) 債権管理について

当社グループは、店舗賃借に当たり、賃貸人へ敷金・保証金を差し入れています。店舗賃貸人の経済環境が悪化

した場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(9) ポイントカード制度について

当社グループはポイントカード制度を導入しております。お買い物の際に、レギュラーカードについては200円

(税抜)、累計5,000ポイントでランクアップしたゴールドカードについては180円(税抜)で１ポイントを換算蓄積

し、500ポイント達成の際に500円分の商品券として振替えてご使用いただける制度であります。

当社グループは、将来のポイントのご使用による費用発生に備えるため、期末時点での未使用ポイント残高に応

じた金額をポイント引当金として計上しておりますが、今後ポイント制度の変更に加え、未使用ポイント残高や使

用実績割合等が変動した場合にも、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(10) ＰＢ(プライベート・ブランド)商品について

当社グループは、ＰＢ(プライベート・ブランド)の医薬品・食料品・日用雑貨等の開発を行っております。開発

にあたっては、お客様に安心して使用・飲食していただくため、品質の管理はもちろんのこと、商品の外装・パッ

ケージ表示の表現など、各種関係法規・安全性・表示の適正性などの観点から、細心の注意を払って販売管理をし

ております。

しかしながら、当社グループのＰＢ商品に起因する事故等が発生した場合、お客様からの信用失墜、ブランドイ

メージの低下、損害賠償等が発生し、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(11) 商品・原材料等の調達と価格の変動について

当社グループの商品仕入に関しましては、安定的な仕入、価格交渉力の維持増強等のため、特定の地域や取引先

等に大きく依存しないよう、その分散化を図っています。しかしながら、仕入先の業界に関しても統廃合が進んで

おり、分散化にも限界があるため、仕入ルートの一部が中断した場合、それにより当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

また、商品によっては、原油や原材料などの価格が変動した場合、商品仕入価格が変動する可能性があります。

これら仕入価格の変動が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(12) 災害等に関するリスクについて

当社グループでは防災管理規程・災害対策マニュアルなどを整備し、日ごろより対策を講じておりますが、店舗

施設等の周辺地域において大地震や台風、その他の災害等が発生し、同施設等に物理的に損害が生じ、当社グルー

プの販売活動や流通・仕入活動が阻害された場合、更に人的被害があった場合、当社グループの事業、業績及び財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの事業活動においてネットワークや情報システムの役割がさらに大きくなる中、停電、ソフ

トウェア・ハードウェアの欠陥、コンピュータウイルスやネットワークへの不正侵入等によりシステム障害が発生

した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

ゲンキー株式会社　本店

　(福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番)

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)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項はありません。
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