
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成29年１月10日

【会社名】 株式会社ＰＬＡＮＴ

【英訳名】 PLANT Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　三ッ田　勝規

【本店の所在の場所】 福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１

【電話番号】 ０７７６（７２）０３００（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役社長室長兼管理本部長　　松田　恭和

【最寄りの連絡場所】 福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１

【電話番号】 ０７７６（７２）０３００（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役社長室長兼管理本部長　　松田　恭和

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】
 
その他の者に対する割当 133,650,000円
 

【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）

 

EDINET提出書類

株式会社ＰＬＡＮＴ(E03343)

有価証券届出書（組込方式）

 1/12



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 110,000株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式

単元株式数100株

　（注）１．募集の目的及び理由

本募集は、当社の取締役（社外取締役を除きます。）が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有

し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、平成28年10月28日開催

の当社取締役会及び平成28年12月19日開催の当社第35期定時株主総会において導入することが決議された

「譲渡制限付株式報酬制度」（以下「本制度」といいます。）に基づき、平成29年１月10日開催の当社取締

役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の発行は、本制度に

基づき、当社の第36～第40期事業年度（平成28年９月21日～平成33年９月20日）の譲渡制限付株式報酬とし

て、割当予定先である当社の取締役９名（代表取締役社長及び社外取締役を除きます。以下「割当対象取締

役」といいます。）に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われる

ものです。また、当社は、割当対象取締役との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割

当契約を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる普通株式は、法人税法第54条

第１項及び所得税法施行令第84条第１項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。

①　譲渡制限期間

平成29年１月27日～平成34年１月26日

上記に定める譲渡制限期間（以下「本譲渡制限期間」という。）において、割当対象取締役は、当該譲

渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一

切の処分行為をすることができません。

②　譲渡制限の解除

割当対象取締役が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、第

36期事業年度を始期とする中期経営計画の最終事業年度である第40期末時点における大型店舗（当社の

店舗業態における「スーパーセンター」で、有価証券報告書（第３［設備の状況］２［主要な設備の状

況］）に記載されるもの。ただし、営業休止中の大熊店を除く。）の店舗数（以下「大型店舗数」とい

う。）につき下表(ア)に基づいて算出した数に、第40期の営業利益の達成目標数値につき下表(イ)に基

づいて算出した数を合算した数の譲渡制限付株式について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲

渡制限を解除いたします。ただし、当該取締役が、第40期事業年度終了の時以降、本譲渡制限期間満了

日の前日までに任期満了等当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合にも、同様の方法によ

り算出された数の譲渡制限付株式について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除し

ます。

譲渡制限が解除される株式数＝下表(ア)に基づいて算出した数＋下表(イ)に基づいて算出した数

（ア）本譲渡制限期間が満了した時点において割当対象取締役が保有する譲渡制限付株式のうち、70％

に相当する部分

大型店舗数 解除率

30店舗以上 100％

27店舗以上29店舗以下 50％

26店舗以下 0％

（イ）本譲渡制限期間が満了した時点において割当対象取締役が保有する譲渡制限付株式のうち、(ア)

を除いた部分（30％に相当する部分）

営業利益 解除率

30億円以上 100％

20億円以上30億円未満 50％

20億円未満 0％
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③　譲渡制限付株式の無償取得

当社は、割当対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、上記②

ただし書きに定める場合を除き、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下「本割当株式」と

いう。）を当該退任日直後の時点をもって当然に無償で取得するものとします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点において上記②の譲渡制限の解除事由の定め

に基づき譲渡制限が解除されてないものがある場合には、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当

社はこれを当然に無償で取得するものとします。

④　株式の管理に関する定め

割当対象取締役は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載

又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維

持するものとします。

２．振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

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 110,000株 133,650,000 66,825,000

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 110,000株 133,650,000 66,825,000

　（注）１．「第１［募集要項］１［新規発行株式］（注）１．募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制

度に基づく特定譲渡制限付株式を当社取締役に割り当てる方法によります。

２．発行価額の総額は、本株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増

加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は66,825,000円です。

３．現物出資の目的とする財産は本制度に基づく当社の第36～第40期事業年度（平成28年９月21日～平成33年９

月20日）の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。

 割当株数 払込金額 内容

当社取締役：９名（※） 110,000株 133,650,000円
５事業年度分

（第36～第40期事業年度）

※　代表取締役社長及び社外取締役を除きます。

 

（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

1,215 607.5 100株 平成29年１月26日 ― 平成29年１月27日

　（注）１．「第１［募集要項］１［新規発行株式］（注）１．募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制

度に基づく特定譲渡制限付株式を当社取締役に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額

です。

３．上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

４．本株式発行は、本制度に基づく当社の第36～第40期事業年度（平成28年９月21日～平成33年９月20日）の譲

渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭によ

る払込みはありません。
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（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社ＰＬＡＮＴ総務部 福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

― ―

　（注）　譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は

ありません。

 

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）

― 3,000,000 ―

　（注）１．金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。

２．発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、有価証券届出書作成費用等であります。

３．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】

　本株式発行は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。

 

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】
　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。

 

第三部【追完情報】

第１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第35期事業年度）の提出日以後本有価証券届出書提出日

（平成29年１月10日）までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について生じた変

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29年１月10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２　臨時報告書の提出

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第35期事業年度）の提出日以後本有価証券届出書提出日

（平成29年１月10日）までの間において、以下の臨時報告書を平成28年12月21日に、以下の訂正臨時報告書を平成

28年12月27日に北陸財務局長に提出しております。

 

（平成28年12月21日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　平成28年12月19日に開催された当社第35期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、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の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）株主総会開催年月日

平成28年12月19日

 

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

当社普通株式１株につき19円　総額151,616,276円

 

第２号議案　定款一部変更の件

 

第３号議案　取締役12名選任の件

取締役に三ッ田勝規、松田恭和、三ッ田佳史、浅野守太郎、三ッ田泰二、山田准司、堂前直樹、朝

倉啓充、島田俊一、糸魚川雅行、市橋信孝、中里弘穂を選任するものであります。

 

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役に佐藤岩雄、白崎利宗を選任するものであります。

 

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件 賛成率（％） 決議の結果

第１号議案       

剰余金処分の件 0 110 ― （注）１ 99.81 可決

第２号議案       

定款一部変更の件 0 3,576 ― （注）２ 93.68 可決

第３号議案       

取締役12名選任の件    （注）３   

三ッ田　勝規 0 921 ―  98.37 可決

松田　恭和 0 666 ―  98.82 可決

三ッ田　佳史 0 668 ―  98.82 可決

浅野　守太郎 0 649 ―  98.85 可決

三ッ田　泰二 0 669 ―  98.82 可決

山田　准司 0 672 ―  98.81 可決

堂前　直樹 0 648 ―  98.86 可決

朝倉　啓充 0 643 ―  98.86 可決

島田　俊一 0 643 ―  98.86 可決

糸魚川　雅行 0 644 ―  98.86 可決

市橋　信孝 0 857 ―  98.49 可決

中里　弘穂 0 671 ―  98.81 可決

第４号議案       

監査役２名選任の件    （注）３   

佐藤　岩雄 0 869 ―  98.46 可決

白崎　利宗 0 669 ―  98.82 可決

第５号議案       

取締役に対する譲渡制限

付株式の割当てのための

報酬決定の件

0 4,011 ― （注）１ 92.91 可決

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し

たことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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（平成28年12月27日提出の訂正臨時報告書）

１　臨時報告書の訂正報告書の提出理由

　平成28年12月21日に提出しました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時

報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

２　訂正内容

　訂正箇所は＿＿＿で示しております。

 

　　＜訂正前＞

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件 賛成率（％） 決議の結果

第１号議案       

剰余金処分の件 0 110 ― （注）１ 99.81 可決

第２号議案       

定款一部変更の件 0 3,576 ― （注）２ 93.68 可決

第３号議案       

取締役12名選任の件    （注）３   

三ッ田　勝規 0 921 ―  98.37 可決

松田　恭和 0 666 ―  98.82 可決

三ッ田　佳史 0 668 ―  98.82 可決

浅野　守太郎 0 649 ―  98.85 可決

三ッ田　泰二 0 669 ―  98.82 可決

山田　准司 0 672 ―  98.81 可決

堂前　直樹 0 648 ―  98.86 可決

朝倉　啓充 0 643 ―  98.86 可決

島田　俊一 0 643 ―  98.86 可決

糸魚川　雅行 0 644 ―  98.86 可決

市橋　信孝 0 857 ―  98.49 可決

中里　弘穂 0 671 ―  98.81 可決

第４号議案       

監査役２名選任の件    （注）３   

佐藤　岩雄 0 869 ―  98.46 可決

白崎　利宗 0 669 ―  98.82 可決

第５号議案       

取締役に対する譲渡制限

付株式の割当てのための

報酬決定の件

0 4,011 ― （注）１ 92.91 可決

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

　　＜訂正後＞
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件 賛成率（％） 決議の結果

第１号議案       

剰余金処分の件 56,489 110 ― （注）１ 99.81 可決

第２号議案       

定款一部変更の件 53,023 3,576 ― （注）２ 93.68 可決

第３号議案       

取締役12名選任の件    （注）３   

三ッ田　勝規 55,678 921 ―  98.37 可決

松田　恭和 55,933 666 ―  98.82 可決

三ッ田　佳史 55,931 668 ―  98.82 可決

浅野　守太郎 55,950 649 ―  98.85 可決

三ッ田　泰二 55,930 669 ―  98.82 可決

山田　准司 55,927 672 ―  98.81 可決

堂前　直樹 55,951 648 ―  98.86 可決

朝倉　啓充 55,956 643 ―  98.86 可決

島田　俊一 55,956 643 ―  98.86 可決

糸魚川　雅行 55,955 644 ―  98.86 可決

市橋　信孝 55,742 857 ―  98.49 可決

中里　弘穂 55,928 671 ―  98.81 可決

第４号議案       

監査役２名選任の件    （注）３   

佐藤　岩雄 55,730 869 ―  98.46 可決

白崎　利宗 55,930 669 ―  98.82 可決

第５号議案       

取締役に対する譲渡制限

付株式の割当てのための

報酬決定の件

52,588 4,011 ― （注）１ 92.91 可決

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第35期）

自　平成27年９月21日
至　平成28年９月20日

平成28年12月19日
北陸財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

   

 

   平成28年12月19日

株式会社　ＰＬＡＮＴ    

 

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大中　康行　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙村　藤貴　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＰＬＡＮＴの平成27年９月21日から平成28年９月20日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＰＬＡＮＴの平成28年９月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＰＬＡＮＴの平成28

年９月20日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社ＰＬＡＮＴが平成28年９月20日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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