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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 632,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提
出会社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) １　平成28年９月27日(火)開催の取締役会決議によります。

２　本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本第三者割当」という。)は、会社法(平成17年法律　第86

号)第199条第１項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式を処分する方法により行われるもの

であり(以下「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第

９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

３　振替機関の名称及び住所

　振替機関名称　　株式会社証券保管振替機構

　振替機関住所　　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
 

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 632,000株 1,997,752,000 ―

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 632,000株 1,997,752,000 ―
 

(注) １　第三者割当の方法によります

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本第三者割当

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
 

 

(2) 【募集の条件】

 
発行価格
(円)

資本組入額
(円)

申込株数
単位

申込期間
申込証拠金

(円)
払込期日

3,161 ― 100株 平成28年10月18日(火) ― 平成28年10月18日(火)
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本第三者割当は、自己株式

処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　申し込みの方法は、本第三者割当の割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取

扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

４　払込期日までに、本第三者割当の割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本第三者割当

は行われないこととなります。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社スズケン　総務部 名古屋市東区東片端町８番地
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　大津町支店 名古屋市中区錦三丁目４番６号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

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)

1,997,752,000 200,000 1,997,552,000
 

(注) １　払込金額の総額(発行価額の総額)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本自己株式処分による

ものであり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分に係る諸費用の概算額であります。

２　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】

後記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況 ｃ　割当予定先の選定理由」に記載のとお

り、ＥＰＳホールディングス株式会社(以下「ＥＰＳホールディングス」という。)との業務提携を確実に推進して

いくに当たり、当社とＥＰＳホールディングスとの間で安定した信頼関係を構築するために、両社がお互いの株式

を保有する形での資本提携が必要と判断いたしました。そのため、上記差引手取概算額1,997,552,000円について

は、ＥＰＳホールディングスとの資本提携に伴う同社普通株式(自己株式)の取得に全額を充当いたします。支出予

定時期は、平成28年10月18日であります。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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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 ＥＰＳホールディングス株式会社

本店の所在地 東京都新宿区津久戸町１番８号

届出書の提出日において既に提出されてい
る当該割当予定先の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25期
(自 平成26年10月１日　至 平成27年９月30日)
平成27年12月22日　関東財務局長に提出

(四半期報告書)
事業年度第26期第１四半期
(自 平成27年10月１日　至 平成27年12月31日)
平成28年２月12日　関東財務局長に提出

事業年度第26期第２四半期
(自 平成28年１月１日　至 平成28年３月31日)
平成28年５月13日　関東財務局長に提出

事業年度第26期第３四半期
(自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日)
平成28年８月12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

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

該当事項はありません。

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 該当事項はありません。
 

(注)　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係は、平成28年９月27日現在におけるものです。

 

ｃ 割当予定先の選定理由

当社グループは、「健康創造」を事業領域と定め、医療用医薬品、診断薬、医療機器・材料等を医療機関・保険

薬局へ販売する医薬品卸売事業を中心に、医療用医薬品や診断薬等を製造する医薬品製造事業、医療機関からの処

方箋に基づき調剤を行う保険薬局事業、医薬品メーカー物流受託・希少疾病薬流通受託等の医薬品メーカー支援

サービス事業など、医療と健康に関わる様々な領域で事業を展開しております。

ＥＰＳホールディングスグループは、「価値あるソリューションの創出を通じて、健康産業の発展に貢献しま

す」の経営理念のもと、ＣＲＯ事業※1を中心に、ＳＭＯ事業※2、ＣＳＯ事業※3など、製薬企業や医療機関からの

受託事業を国内外で幅広く展開する、業界のリーディングカンパニーであります。

この度、当社とＥＰＳホールディングスは、両社グループの経営資源やノウハウを活かし、日本国内のみならず

アジア地域、特に中国における事業の発展を図り、医療・健康産業に貢献することを目的に、資本業務提携を行う

ことで合意致しました。業務提携の内容は、以下の通りであります。

 

①国内において、両社グループの経営資源を活かし、医薬品及び医療機器の治験から承認申請、販売、流通、市

販後調査、服薬支援、問い合わせ対応までの「ワンストップ受託モデル」の構築及び新規事業の共同開発によ

る新たな付加価値の創出

②中国医療産業への更なる貢献を目的に、既存事業の機能強化、日本の医療サービスの輸出及び事業化、新たな

医療サービス事業の開発による新たな付加価値の創出

③アジアをはじめとするグローバルヘルスケア領域における事業に関する共同研究及び事業化

④教育・研修の協力による、双方従業員のレベルアップと有効活用

⑤その他両社グループの経営資源の有効活用に関する協力
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これらの業務提携を確実に推進していくに当たり、両社間で安定した信頼関係を構築することが必要となりま

す。そのため、当社とＥＰＳホールディングスは、お互いの株式を保有する形での資本提携が必要と判断し、平成

28年９月27日付で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」という。)を締結し、本第三者割当を実施するこ

とといたしました。本第三者割当は、当社グループの中長期的な成長及び企業価値の向上に資するものと考えてお

ります。

 

[※に関する注記]

※1 ＣＲＯ：Contract Reserch Organizationの略語で、開発業務受託機関のことです。製薬会社等が行う臨床試

験の運営及び管理に係る各種業務を製薬会社等から受託する組織(または個人)です。

※2 ＳＭＯ：Site Management Organizationの略語で、治験施設支援機関のことです。医療機関が行う臨床試験

の実施に係る業務の一部を医療機関から受託する組織(または個人)です。

※3 ＣＳＯ：Contract Sales Organizationの略語で、医薬品営業業務受託機関のことです。製薬企業に代り、営

業・マーケティング業務を受託または代行する個人または組織・団体で、ＭＲ(医薬情報担当者)が

医療機関に対し医薬品の効能・効果・副作用情報等の適正使用情報を提供・収集する業務を製薬会

社等から受託する組織(または個人)です。

 

ｄ 割り当てようとする株式の数

当社普通株式　632,000株

 

ｅ 株券等の保有方針

当社は、割当予定先との間で本資本業務提携契約を締結するに当たり、割当予定先からは、本第三者割当により

割り当てる株式の保有方針について、中長期的に保有する意向であることを確認しております。

また、当社は、割当予定先との間において、割当予定先が割当株式について払込期日から２年以内に全部又は一

部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名又は名称及び譲渡株式数等の内容を直ちに当社へ書面により報告す

ること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)、株式会社名古屋証券

取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意

することにつき確約書を取得する予定であります。

 

ｆ 払込みに要する資金等の状況

当社は、本第三者割当に係る払込みについて、割当予定先が関東財務局長に提出した第26期第３四半期報告書(平

成28年８月12日提出)に記載の四半期連結貸借対照表の現金及び預金の額(16,527百万円)を確認した結果、割当予定

先が本第三者割当の払込みに十分な現預金を保有していることが確認できたため、本第三者割当に係る払込みの確

実性に問題はないものと判断しております。

 

ｇ 割当予定先の実態

割当予定先は、東京証券取引所に上場していること及び同社が東京証券取引所に提出しているコーポレート・ガ

バナンス報告書(最終更新日：平成28年４月26日)の『Ⅳ 内部統制システム等に関する事項　２．反社会的勢力排除

に向けた基本的な考え方及びその整備状況』に、「当社は、企業倫理行動規範を制定し東京証券取引所で定めてい

る企業行動規範及び暴力団対策法等の趣旨に則り、反社会的勢力からの不当な要求に応じたり、反社会的勢力を利

用するなどの行為を行わないことを遵守事項としております。」との記載内容から、反社会的勢力との関係を遮断

する方針であることを確認しており、割当予定先及び割当予定先の役員並びに関係会社が、反社会的勢力等とは一

切関係がないものと判断しております。
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２ 【株券等の譲渡制限】

当社普通株式に譲渡制限は付されておりませんが、当社と割当予定先は、本資本業務提携契約において 、割当予定

先が本資本業務提携契約の有効期間中にその保有する当社の株式を第三者に譲渡し、担保を設定し、又はその他の処

分をする場合には、当社の書面による事前の同意を取得することを合意しております。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

処分価額の決定に際しては、恣意性を排除した価額とするため、本自己株式処分に係る取締役会決議の直前１ヶ

月間(平成28年８月29日から平成28年９月26日まで)の東京証券取引所における当社株式終値の平均値である3,161円

(円位未満切り捨て)と致しました。

なお、直前１ヶ月間の終値の平均値を採用することにしましたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間

の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、直近３ヶ

月、直近６ヶ月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが、算定根拠として客

観性が高く合理的であると判断したためです。

また、当該価額3,161円については、本自己株式処分の実施を決議した取締役会の開催日前日である平成28年９月

26日の当社株式終値3,380円に対して6.5％(小数点第２位以下四捨五入)のディスカウント、直近３ヶ月(平成28年６

月27日から平成28年９月26日まで)の当社株式平均値3,150円(円位未満切り捨て)に対して0.3％(小数点第２位以下

四捨五入)のプレミアム、直近６ヶ月(平成28年３月28日から平成28年９月26日まで)の当社株式平均値3,383円(円位

未満切り捨て)に対して6.6％(小数点第２位以下四捨五入)のディスカウントとなり、日本証券業協会の「第三者割

当増資の取扱いに関する指針」に準拠するものであります。

当社は、この点に加えて、最近の当社株式の株価推移を勘案した結果、当該処分価額が特に有利な発行価額には

該当しないもの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

本自己株式処分に係る株式数は、632,000株(議決権数6,320個)であり、これは現在の当社発行済株式総数

103,344,083株に対し0.61％(平成28年３月31日現在の総議決権数988,492個の0.64％)の割合に相当し、一定の希薄

化をもたらすことになります。

しかしながら、当社とＥＰＳホールディングスが資本関係を構築し、信頼関係を強化することにより、業務提携

が推進され、当社の企業価値の向上に繋がるものと考えており、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的である

と判断しております。

 

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】
 

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(％)

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社
(三井住友信託銀行再信託
分・塩野義製薬株式　
会社退職給付信託口)

東京都中央区晴海一丁目８
番11号

5,940,000 6.01 5,940,000 5.97

塩野義製薬株式会社
大阪市中央区道修町三丁目
１番８号

3,636,696 3.68 3,636,696 3.66

別所　弘子 名古屋市昭和区 3,100,240 3.14 3,100,240 3.12

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社
(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８
番11号

2,911,600 2.95 2,911,600 2.93

スズケングループ従業員持
株会

名古屋市東区東片端町８番
地

2,869,858 2.90 2,869,858 2.88

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11
番３号

2,543,100 2.57 2,543,100 2.56

伊澤　久代 名古屋市昭和区 2,408,080 2.44 2,408,080 2.42

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川四丁目
６番10号

2,081,845 2.11 2,081,845 2.09

アステラス製薬株式会社
東京都中央区日本橋本町二
丁目５番１号

1,931,805 1.95 1,931,805 1.94

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社
(信託口９)

東京都中央区晴海一丁目８
番11号

1,888,700 1.91 1,888,700 1.90

計 ― 29,311,924 29.65 29,311,924 29.46
 

(注) １　割当前の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３月31日現在における株

主名簿に基づき記載しております。

２　上記のほか当社所有の自己株式4,209,271株(平成28年３月31日現在)は、割当後3,577,271株となりま

す。

３　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かかる議決権の数を平成28

年３月31日時点の総議決権数(988,492個)に本第三者割当により増加する議決権数(6,320個)を加えた数

で除して算出した割合です。

４　「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」

は、小数点以下第三位を四捨五入して記載しております。
 

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。
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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。

 

 
第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。
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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ご参

照下さい。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第70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28日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第71期第１四半期(自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日)平成28年８月12日関東財務局長に提出

 

３ 【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９月27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28年６月29日に

関東財務局長に提出

 

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降、本有価証券届出書提出日(平成28年９月27日)まで

の間において生じた変更その他の事由はありません。

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、当該事項は本有価証券届出書提出日(平

成28年９月27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。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

株式会社スズケン　本店

(名古屋市東区東片端町８番地)

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)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１)
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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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