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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　当社は、平成29年１月23日付で提出した有価証券届出書、並びに同月24日付及び同年２月10日付で提出した有価証券

届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成29年２月21日開催の当社臨時株主総会および当社普通株主による種類株主

総会において当社定款一部変更、Ａ種優先株式の発行および第６回新株予約権の発行にかかる議案について承認されま

したので、これらに関連する事項及びその他の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あ

ります。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

４　新規発行新株予約権証券（第６回新株予約権証券）

５　新規発行による手取金の使途

第３　第三者割当の場合の特記事項

１　割当予定先の状況

３　発行条件に関する事項

６　大規模な第三者割宛の必要性

第三部　追完情報

２　臨時報告書の提出について

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

　　（訂正前）

種類 発行数 内容

Ａ種優先株式 1,850,000株 （注）３．に記載のとおりです。

　（注）１．本有価証券届出書による第三者割当（以下、文脈に応じて、上記Ａ種優先株式、新株予約権の第三者割当を

個別に、又はこれらの第三者割当を総称して「本件第三者割当」といいます。）により発行されるＡ種優先

株式（以下「Ａ種優先株式」といいます。）は、平成29年１月23日開催の取締役会の決議に基づき、平成29

年２月21日開催予定の臨時株主総会（以下「本件臨時株主総会」といいます。）においてＡ種優先株式の発

行に伴い必要となる定款の一部変更にかかる議案についての承認（特別決議）および本件第三者割当の実施

および大規模希薄化に関する議案について承認（有利発行であるため特別決議）を受けること、ならびに同

日付開催予定の当社普通株主による種類株主総会（以下「本件種類株主総会」といいます。）においてＡ種

優先株式の発行に伴い必要となる定款の一部変更にかかる議案についての承認（特別決議）を受けることを

条件に、発行されるものであります。普通株式の内容については、株主としての権利内容に制限のない、標

準となる株式となっております。普通株式の単元株数は、100株です。

２．上記（注）１．記載の発行条件に加え、Ａ種優先株式の発行は、当社が割当予定先との間で平成29年１月23

日付で締結した、当社の持分法適用関連会社であり、割当予定先が当社保有持分以外の持分全部を保有する

Ultrafabrics, LLCの割当予定先保有持分全部の当社への譲渡に関する最終契約書に基づく当該持分の当社

への譲渡の履行を条件とします。

３．Ａ種優先株式の内容は、本件臨時株主総会および本件種類株主総会においてＡ種優先株式の発行に伴い必要

となる定款の一部変更に係る議案について承認（特別決議）を受けることが条件ですが、以下のとおりで

す。

（後略）

 

　　（訂正後）

種類 発行数 内容

Ａ種優先株式 1,850,000株 （注）３．に記載のとおりです。

　（注）１．本有価証券届出書による第三者割当（以下、文脈に応じて、上記Ａ種優先株式、新株予約権の第三者割当を

個別に、又はこれらの第三者割当を総称して「本件第三者割当」といいます。）により発行されるＡ種優先

株式（以下「Ａ種優先株式」といいます。）は、平成29年１月23日開催の取締役会の決議に基づき、平成29

年２月21日開催の臨時株主総会（以下「本件臨時株主総会」といいます。）においてＡ種優先株式の発行に

伴い必要となる定款の一部変更にかかる議案についての承認（特別決議）および本件第三者割当の実施およ

び大規模希薄化に関する議案について承認（有利発行であるため特別決議）を受けること、ならびに同日付

開催の当社普通株主による種類株主総会（以下「本件種類株主総会」といいます。）においてＡ種優先株式

の発行に伴い必要となる定款の一部変更にかかる議案についての承認（特別決議）を受けることを条件に、

発行されるものであります（当社は、同日開催の本件臨時株主総会および本件種類株主総会においてかかる

承認全てを受けております。）。普通株式の内容については、株主としての権利内容に制限のない、標準と

なる株式となっております。普通株式の単元株数は、100株です。

２．上記（注）１．記載の発行条件に加え、Ａ種優先株式の発行は、当社が割当予定先との間で平成29年１月23

日付で締結した、当社の持分法適用関連会社であり、割当予定先が当社保有持分以外の持分全部を保有する

Ultrafabrics, LLCの割当予定先保有持分全部の当社への譲渡に関する最終契約書に基づく当該持分の当社

への譲渡の履行を条件とします。

３．Ａ種優先株式の内容は、本件臨時株主総会および本件種類株主総会においてＡ種優先株式の発行に伴い必要

となる定款の一部変更に係る議案について承認（特別決議）を受けることが条件ですが、以下のとおりです

（当社は、平成29年２月21日開催の本件臨時株主総会および本件種類株主総会においてかかる承認を受けて

おります。）。

（後略）
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４【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】

　　（訂正前）

発行数 1,200,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 ０円

発行価格 １個につき０円（１株当たり０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29年３月７日（火）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
第一化成株式会社　管理部

東京都八王子市明神町三丁目20番６号八王子ファーストスクエア６階

払込期日 無償で発行するため該当事項はありません。

割当日 平成29年３月７日（火）

払込取扱場所 無償で発行するため該当事項はありません。

　（注）１．本有価証券届出書による第一化成株式会社第６回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に係る

募集は、平成29年１月23日開催の取締役会の決議に基づき、本件臨時株主総会において本件第三者割当の実

施および大規模希薄化に関する議案について承認（有利発行であるため特別決議）を受けることを条件に、

本件臨時株主総会後に、発行されるものであります。

（後略）

 

　　（訂正後）

発行数 1,200,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 ０円

発行価格 １個につき０円（１株当たり０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29年３月７日（火）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
第一化成株式会社　管理部

東京都八王子市明神町三丁目20番６号八王子ファーストスクエア６階

払込期日 無償で発行するため該当事項はありません。

割当日 平成29年３月７日（火）

払込取扱場所 無償で発行するため該当事項はありません。

　（注）１．本有価証券届出書による第一化成株式会社第６回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に係る

募集は、平成29年１月23日開催の取締役会の決議に基づき、本件臨時株主総会において本件第三者割当の実

施および大規模希薄化に関する議案について承認（有利発行であるため特別決議）を受けることを条件に、

本件臨時株主総会後に、発行されるものであります（当社は、平成29年２月21日開催の本件臨時株主総会お

よび本件種類株主総会においてかかる承認を受けております。）。

（後略）
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５【新規発行による手取金の使途】

（２）【手取金の使途】

　　（訂正前）

①　Ａ種優先株式

（前略）

　返済を予定する金銭消費貸借契約の内容（但し、借入の実行は、本件臨時株主総会後、Uf社の割当予定先持分

全部の当社への譲渡の実行前の予定であるため、下記はいずれも本有価証券届出書提出日現在での見込みを記載

しております。）

金融機関 借入元本額 利息 返済期限

株式会社みずほ銀行 17,000,000米ドル
基準金利＋スプレッド（年

率1.5％）
平成29年３月31日

（後略）

 

　　（訂正後）

①　Ａ種優先株式

（前略）

　返済を予定する金銭消費貸借契約の内容（但し、借入の実行は、本件臨時株主総会後、Uf社の割当予定先持分

全部の当社への譲渡の実行前の予定であるため、下記はいずれも本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在での

見込みを記載しております。）

金融機関 借入元本額 利息 返済期限

株式会社みずほ銀行 17,000,000米ドル
基準金利＋スプレッド（年

率1.5％）
平成29年３月８日

（後略）
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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】

　　（訂正前）

（前略）

［本件完全子会社化および本件第三者割当に関する日程の概要について］

　Ａ種優先株式および本新株予約権の割当予定先に対する発行は、本件最終契約に基づくUf社の完全子会社化の一

環として実施することを予定しております。

　本件完全子会社化によるUf社の持分取得の方法は、本件最終契約に基づき、当社は、買収子会社を通じて、Clay

RosenbergおよびDanielle Boecker-Primackならびに同人らがそれぞれ設立したトラスト（信託）から、両氏およ

び各トラストが保有するUf社の持分84.21％を譲り受けます。当社は、対価として、両氏および各トラストに対

し、買収子会社を通じて、合計金126百万米ドルを支払います。

　上記対価の支払に当たっての資金調達は、まず全額を当社が米ドル建てで国内銀行から借入れを行い、そのうち

17百万米ドルはDSC社に増資として出資し、同額をDSC社から買収子会社の設立の際に出資を行い、残り109百万米

ドルを当社から買収子会社に直接貸し付ける方法にて行います。

　本件完全子会社化および本件第三者割当に関する日程の概要については、以下のとおりです。

時期（予定を含む） 手続

平成29年１月23日 当社取締役会で以下を決議

・本件最終契約の締結

・Ａ種優先株式および本新株予約権の募集事項

・Ａ種優先株式および本新株予約権の発行に係る当社臨時株主総会決議

事項および普通株主による種類株主総会決議事項（定款一部変更およ

び有利発行であるための特別決議）

平成29年２月21日 当社臨時株主総会および普通株主による種類株主総会の開催

平成29年２月23日頃 本件完全子会社化の買収資金を調達するための融資契約書の締結

平成29年２月24日頃 融資契約書に基づく当社借入の実行、当社から借入資金のDSC社および買

収子会社に対する出資または貸付による送金実行

平成29年２月28日頃 買収子会社を通じて割当予定先であるClay Rosenberg氏およびDanielle

Boecker-Primack氏ならびに同人らがそれぞれ設立するトラスト（信託）

からUf社の持分を取得し、Uf社の完全子会社化を実行

平成29年２月28日から同年３月７日まで Ａ種優先株式の払込期間

（割当予定先は、本件完全子会社化にて受領する買収資金の一部を払込金

として充当する予定）

平成29年３月７日 本新株予約権の割当日

平成29年６月以降 当社持株会社化の検討および推進。

持株会社化移行後に、割当予定先であるClay Rosenberg氏およびDanielle

Boecker-Primack氏を当社取締役に選任するため当社株主総会に議案を提

出

（後略）
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　　（訂正後）

（前略）

［本件完全子会社化および本件第三者割当に関する日程の概要について］

　Ａ種優先株式および本新株予約権の割当予定先に対する発行は、本件最終契約に基づくUf社の完全子会社化の一

環として実施することを予定しております。

　本件完全子会社化によるUf社の持分取得の方法は、本件最終契約に基づき、当社は、買収子会社を通じて、Clay

RosenbergおよびDanielle Boecker-Primackならびに同人らがそれぞれ設立したトラスト（信託）から、両氏およ

び各トラストが保有するUf社の持分84.21％を譲り受けます。当社は、対価として、両氏および各トラストに対

し、買収子会社を通じて、合計金126百万米ドルを支払います。

　上記対価の支払に当たっての資金調達は、まず全額を当社が米ドル建てで国内銀行から借入れを行い、そのうち

17百万米ドルはDSC社に融資として貸出し、同額をDSC社から買収子会社の設立の際に出資を行い、残り109百万米

ドルを当社から買収子会社に直接貸し付ける方法にて行います。

　本件完全子会社化および本件第三者割当に関する日程の概要については、以下のとおりです。

時期（予定を含む） 手続

平成29年１月23日 当社取締役会で以下を決議

・本件最終契約の締結

・Ａ種優先株式および本新株予約権の募集事項

・Ａ種優先株式および本新株予約権の発行に係る当社臨時株主総会決議

事項および普通株主による種類株主総会決議事項（定款一部変更およ

び有利発行であるための特別決議）

平成29年２月21日 当社臨時株主総会および普通株主による種類株主総会の開催

平成29年２月21日 本件完全子会社化の買収資金を調達するための融資契約書の締結

平成29年２月24日頃 融資契約書に基づく当社借入の実行、当社から借入資金のDSC社および買

収子会社に対する出資または貸付による送金実行

平成29年２月28日頃 買収子会社を通じて割当予定先であるClay Rosenberg氏およびDanielle

Boecker-Primack氏ならびに同人らがそれぞれ設立するトラスト（信託）

からUf社の持分を取得し、Uf社の完全子会社化を実行

平成29年２月28日から同年３月７日まで Ａ種優先株式の払込期間

（割当予定先は、本件完全子会社化にて受領する買収資金の一部を払込金

として充当する予定）

平成29年３月７日 本新株予約権の割当日

平成29年６月以降 当社持株会社化の検討および推進。

持株会社化移行後に、割当予定先であるClay Rosenberg氏およびDanielle

Boecker-Primack氏を当社取締役に選任するため当社株主総会に議案を提

出

（後略）
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３【発行条件に関する事項】

　　（訂正前）

(1）払込金額の算定根拠及びその具体的内容

①　Ａ種優先株式

（前略）

　上記発行価額は、払込期日に近接した当社株価の水準を用いることや、特段のディスカウントも行わないこと

から、時価発行に近似したものとして、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平

成22年４月１日付）に照らしても、直ちには、特に有利な払込金額には当たらないと判断しておりますが、Ａ種

優先株式は、当社普通株式と異なり、取引価格のない種類株式であり、公正な価値については、上記第三者評価

機関の算定結果においても、様々な仮定を前提とする算定を行わざるを得ず、優先株式の評価における一般的な

評価モデルである三項格子モデルを使用している点で、当社としましては、当社および割当予定先から独立した

第三者評価機関の算定として相応の合理性・公正性が確保されているものと判断しておりますが、その計算が非

常に複雑で高度であって、その価値評価については様々な意見があることや、当社普通株式と比べ、剰余金の配

当について有利な定めがあること、さらに、当社普通株式を対価とする取得請求権が付されていることから、割

当予定先に特に有利な条件で発行するものに該当する可能性があるものと判断し、平成29年２月21日開催予定の

当社臨時株主総会において特別決議により、株主の皆様の判断を仰ぐことといたしました。

 

②　本新株予約権

（中略）

　しかしながら、本新株予約権自体は無償で発行し、新株予約権は一定期間に亘って行使が可能であり、それ自

体でオプションとしての価値を有するものであることや、第三者評価機関が算定した本新株予約権１個あたりの

公正価値が241.43円との評価結果の報告を受けていることから、割当予定先との協議の結果に基づき本新株予約

権を無償にて発行した場合は、割当予定先に特に有利な条件で発行するものに該当するものと判断し、平成29年

２月21日開催予定の当社臨時株主総会において特別決議により、株主の皆様の判断を仰ぐことといたしました。

（後略）

 

　　（訂正後）

(1）払込金額の算定根拠及びその具体的内容

①　Ａ種優先株式

（前略）

　上記発行価額は、払込期日に近接した当社株価の水準を用いることや、特段のディスカウントも行わないこと

から、時価発行に近似したものとして、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平

成22年４月１日付）に照らしても、直ちには、特に有利な払込金額には当たらないと判断しておりますが、Ａ種

優先株式は、当社普通株式と異なり、取引価格のない種類株式であり、公正な価値については、上記第三者評価

機関の算定結果においても、様々な仮定を前提とする算定を行わざるを得ず、優先株式の評価における一般的な

評価モデルである三項格子モデルを使用している点で、当社としましては、当社および割当予定先から独立した

第三者評価機関の算定として相応の合理性・公正性が確保されているものと判断しておりますが、その計算が非

常に複雑で高度であって、その価値評価については様々な意見があることや、当社普通株式と比べ、剰余金の配

当について有利な定めがあること、さらに、当社普通株式を対価とする取得請求権が付されていることから、割

当予定先に特に有利な条件で発行するものに該当する可能性があるものと判断し、平成29年２月21日開催の当社

臨時株主総会において特別決議により、株主の皆様の承認をいただきました。

 

②　本新株予約権

（中略）

　しかしながら、本新株予約権自体は無償で発行し、新株予約権は一定期間に亘って行使が可能であり、それ自

体でオプションとしての価値を有するものであることや、第三者評価機関が算定した本新株予約権１個あたりの

公正価値が241.43円との評価結果の報告を受けていることから、割当予定先との協議の結果に基づき本新株予約

権を無償にて発行した場合は、割当予定先に特に有利な条件で発行するものに該当するものと判断し、平成29年

２月21日開催の当社臨時株主総会において特別決議により、株主の皆様の承認をいただきました。

（後略）
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６【大規模な第三者割当の必要性】

　　（訂正前）

（前略）

　本件第三者割当は、大規模な第三者割当に該当することから、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第432条

に定める独立した第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きのいずれかを要することになります。

　そこで、当社は、平成29年２月21日開催予定の当社臨時株主総会において、特別決議をもって、本件第三者割当に

ついて株主の皆様の意思確認手続を執り行う予定です。

 

　　（訂正後）

（前略）

　本件第三者割当は、大規模な第三者割当に該当することから、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第432条

に定める独立した第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きのいずれかを要することになります。

　そこで、当社は、平成29年２月21日開催の当社臨時株主総会において、特別決議をもって、本件第三者割当につい

て株主の皆様の意思確認手続を執り行い、承認をいただきました。

 

第三部【追完情報】

２．臨時報告書の提出について

　　（訂正前）

　当社は、後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第51期）の提出日以後、本有価証券届出書提出日

（平成29年１月23日）までの間において、以下の臨時報告書および臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出し

ております。

（後略）

 

　　（訂正後）

　当社は、後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第51期）の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届

出書提出日（平成29年２月23日）までの間において、以下の臨時報告書および臨時報告書の訂正報告書を関東財務局

長に提出しております。

（後略）

（末尾に以下を追加）

 

［平成29年２月23日提出の臨時報告書］

１　提出理由

　平成29年２月21日開催の当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、それぞれ決議事項が決

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）当該株主総会が開催された年月日

（臨時株主総会）

平成29年２月21日

 

（普通株主による種類株主総会）

平成29年２月21日

 

(2）当該決議事項の内容

（臨時株主総会）

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案「第三者割当によるＡ種優先株式発行の件」で取り上げますＡ種優先株式の発行を

可能とするために、当社の現行定款の内容を一部変更するものであります。

 

第２号議案　第三者割当によるＡ種優先株式発行の件

株主以外の第三者に対して特に有利な払込金額をもって募集株式を発行するものであります。

 

第３号議案　第三者割当による第６回新株予約権発行の件

株主以外の第三者に対して特に有利な条件で募集新株予約権を発行するものであります。
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（普通株主による種類株主総会）

議　　　案　定款一部変更の件

臨時株主総会の第１号議案と同内容であります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

（臨時株主総会）

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 44,669 42 0 （注） 可決（99.906）

第２号議案 44,660 51 0 （注） 可決（99.885）

第３号議案 44,657 54 0 （注） 可決（99.879）

（注）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以上の賛成による。

 

（普通株主による種類株主総会）

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

議案 44,659 52 0 （注） 可決（99.883）

（注）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以上の賛成による。

 

(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議決権の

集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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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