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【届出の対象とした募集金額】
 
（第１回新株予約権付社債）

その他の者に対する割当 2,012,000,000円

（第２回新株予約権付社債）

その他の者に対する割当 2,010,000,000円

（第３回新株予約権付社債）

その他の者に対する割当 2,010,000,000円

（第４回新株予約権付社債）

その他の者に対する割当 2,010,000,000円

（第５回新株予約権付社債）
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【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付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）】

銘柄 エレコム株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

 （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 該当事項はありません。

券面総額又は振替社債の

総額（円）

金2,000,000,000円

各社債の金額（円） 金50,000,000円

発行価額の総額（円） 金2,012,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100.6円

 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

利率（％） 年0.805％

利払日 平成33年３月12日

利息支払の方法 １　利息支払の方法及び期限

 (1）本社債の利息は、当該本社債が平成33年３月11日において残存していることを条件と

して、同日において残存する本社債についてのみ、平成33年３月12日に支払われるも

のとする。

 (2）利息支払期日が銀行休業日（銀行法第15条第１項に定める「銀行の休日」を意味す

る。以下同じ。）に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3）本社債の利息は、平成29年３月15日から（当日を含む。）平成33年３月12日まで（当

日を含む。）これをつけ、１年を365日とする日割計算により計算する。

 ２　利息の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 平成33年３月12日

償還の方法 １　償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

 但し、繰上償還の場合は、本欄第２項第(2)号、第(7)号及び第(8)号に定める金額によ

る。

 ２　償還の方法及び期限

 (1）本社債の元金は、平成33年３月12日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で

償還する。

 (2）当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに

本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）に通知したうえで、

残存する本社債の全部（一部は不可）を以下に定める金額で繰上償還することができ

る。

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.72円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月11日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.22円

 (3）当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子

会社となる株式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社

の株主総会で承認決議した場合、償還日の１か月前までに本社債権者に通知したうえ

で、当該組織再編行為の効力発生日前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を各

社債の金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (4）本社債権者は、当社が吸収分割又は新設分割につき当社の株主総会（株主総会の決議

を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、その選択により償還日の２週間

前までに当社に通知を行うことにより、当該吸収分割又は新設分割の効力発生日前

に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき本項第(8)号に定

める金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
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 (5）(イ)当社以外の者（以下「公開買付者」という。）によって、当社普通株式の保有者

に対して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当

該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取

得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上

場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（但し、当

社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場

会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ(ニ)公開

買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開

買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開始日を意味す

る。以下同じ。）から15日以内に必要事項を本社債権者に通知したうえで、当該通知

において指定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から30日目以降60日目まで

のいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金

額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (6）当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いう。）により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は

上場廃止となる場合（これらの事由の発生よりも先に本項第(3)号乃至第(5)号に定め

る繰上償還事由が発生した場合を除く。）には、当該銘柄に指定された日又は上場廃

止が決定した日の10営業日後に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の

金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (7）本社債権者は、平成29年３月15日以降平成33年２月23日までの間のいずれかの５連続

営業日（但し、終値のない日は除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値が1,006円（但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項乃

至第６項による調整を受ける。）を下回った場合、当該５連続営業日の最終日の翌営

業日以降、その選択により償還日の２週間前までに当社に通知を行うことにより、そ

の保有する本社債の全部を各社債の金額100円につき金100.6円で繰上償還すること

を、当社に対して請求する権利を有する。

 (8）当社は、本項第(3)号乃至第(6)号の定めに従い本社債を繰上償還する場合には、以下

に定める金額を本社債権者に支払う。

 償還日が平成29年３月15日以降平成30年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金101.72円

 償還日が平成30年３月15日以降平成31年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.22円

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.72円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月11日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.22円

 (9）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。

 (10）当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められる場合を

除き、払込期日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買

入れた本新株予約権付社債を消却する場合、本社債又は本新株予約権の一方のみを消

却することはできない。

 ３　償還金等の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全額を割り当てる。

 （後記「第３　第三者割当の場合の特記事項」を参照）

申込証拠金（円） 該当事項はありません。

申込期間 平成29年３月13日

申込取扱場所 エレコム株式会社　財務企画室

 大阪市中央区伏見町四丁目１番１号

払込期日 平成29年３月14日

 本新株予約権を割り当てる日は平成29年３月14日とする。

振替機関 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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担保 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために

特に留保されている資産はない。

財務上の特約（担保提供

制限）

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株

予約権付社債のために担保提供する場合（当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定

の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以

外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下同じ。）には、本新株予約権付社債

のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株

予約権付社債とは、会社法第２条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第

236条第１項第３号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社

債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。

財務上の特約（その他の

条項）

該当事項はありません。

　（注）１　本書に係る第１回新株予約権付社債を、本書において、文脈に応じて個別に又は第２回新株予約権付社債、

第３回新株予約権付社債、第４回新株予約権付社債及び第５回新株予約権付社債と総称して「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約権」という。

２　社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、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。）の規定の適用

を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に

従い本社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係

る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券

が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約権付社債券

を記名式とすることを請求することはできない。

３　社債管理者

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。

４　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、「（注）５　本社債権者に通知する場合の公

告」に定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(1）当社が、別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2）当社が、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項乃至第６項又は別記「財務上の特約（担保提

供制限）」の規定のいずれかに違背し、本社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその

履行又は補正をしないとき。

(3）当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

(4）当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは期限が到来してもその弁

済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った

保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当

該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。

(5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会におい

て解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(6）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を

受けたとき。

５　本社債権者に通知する場合の公告

本社債権者に対して通知する場合の公告は、当社の定款所定の方法により電子公告の方法によりこれを行

う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に直接通知する方法によること

ができる。

６　社債権者集会に関する事項

(1）本新株予約権付社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の

社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社

債権者集会の日の２週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公

告又は直接通知するものとする。

(2）本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
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(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10

分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本新株予約権付社債についての社債等振替法第

222条第３項の規定による書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し

た書面を提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

７　元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われる。

８　財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社りそな銀行

９　本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信

用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

 

（第１回新株予約権付社債に関する事項）

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　本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、各本新株予約権の行使により

交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下「転換価額」とい

う。）の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落した場合に

は、交付される株式数が増加することがある。

 ２　本新株予約権付社債の転換価額の修正基準及び修正頻度について

 転換価額は、2,400円であるが、「（注）７　新株予約権行使の効力発生日」に定める

本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前

取引日（同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定

基準日」という。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の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

「修正後転換価額」という。）に修正される。但し、修正後転換価額が2,400円（以下

「下限転換価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項第(1)号の

規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換

価額とする。

 ３　転換価額等の下限等について

 本新株予約権付社債の下限転換価額は、2,400円である。本新株予約権の全てが行使さ

れた場合に交付されることとなる株式数の上限は、本新株予約権が下限転換価額で全て

行使されたものとして算定すると、833,333株となる（本書の提出日現在の発行済株式

数39,816,036株の2.09％）。

 ４　当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに本

社債権者に通知したうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を別記「償還の方

法」欄第２項第(2)号に定める金額で繰上償還することができる。

 ５　本新株予約権付社債権者はその裁量により本新株予約権を行使することができる。但

し、当社と割当予定先である大和証券株式会社との間で締結予定のコミットメント契約

の規定により当社が行使指定を行うことができ、当社の裁量により、割当予定先に対し

て一定数量の範囲内での一定期間内の行使を義務づけることが可能である（「（注）

１　転換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）資金調達方法の概要　②　当社による行使指定」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

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式である。

 単元株式数　100株

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株

予約権が付された本社債の各社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある

転換価額で除して得られる整数とする。
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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その価額

各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するも

のとし、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に本

欄第２項に定める転換価額（但し、本欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された

場合は修正後又は調整後の転換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る

本社債の各社債の金額の合計額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各

社債の金額から当該差額を差し引いた額とする。上記但書の場合には、当社は、本社債

の償還金として当該差額を償還する。

 ２　転換価額

 転換価額は、当初金2,400円とする。但し、転換価額は本欄第３項乃至第６項に定めら

れることにより修正又は調整されることがある。

 ３　転換価額の修正

 転換価額は、修正日に、修正後転換価額に修正される。但し、修正後転換価額が下限転

換価額を下回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ４　転換価額の調整

 (1）①　当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、下記に定める

算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

 
 

    
既発行株式数＋

交付株式数×１株あたりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 ②　転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。

 （イ）時価（本項第(2)号③に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分

する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得

条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使に

よって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に

より当社普通株式を交付する場合を除く。）

 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の末日とする。以下同じ。）の翌日以降これを適用する。

但し、当社普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。

 （ロ）当社普通株式の株式分割をする場合。

 調整後の転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用す

る。

 （ハ）時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式、取得条項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。）又は時価を下回る払込金額をもって当社

普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）（以下「取得請求権付株式等」という。）を発行又

は付与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取

締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）

 調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが

当初の条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込

期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当て

の効力発生日以降これを適用する。但し、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降こ

れを適用する。
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 （ニ）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、時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する場合。

 調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 （ホ）本号②(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発

生が当該基準日以降の株主総会、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、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額

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承認があった日までに本新株予約権

の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当該承

認があった日より後に当社普通株式を交付する。但し、株式の交付につい

ては、別記「（注）８　本新株予約権の行使による株式の交付方法」の規

定を準用する。

 
 

株式数＝

（調整前転換価額－調整後転換価額）×
調整前転換価額により
当該期間内に交付され
た株式数

調整後転換価額
 

 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、当該端数に調

整後転換価額を乗じた金額を返還する。

 (2）転換価額の調整については、以下の規定を適用する。

 ①　転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の

調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中

の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用す

るものとする。

 ②　転換価額調整式の計算については、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五

入する。

 ③　転換価額調整式で使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用する日（但し、

本項第(1)号②(ホ)の場合は当該基準日）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（気配表示を含

む。）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

は、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ④　転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日、また、かかる基準日

がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がな

い場合には当該日の前月末日とする。）における当社の発行済普通株式の総数か

ら、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の

調整前に本項第(1)号又は第(3)号に基づき交付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数を加えた数とする。また、当社普

通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用

する交付株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式に割り当てられ

る当社普通株式の数を含まないものとする。

 ⑤　本項第(1)号②(イ)乃至(ニ)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転換価額は、本項第(1)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。

 (3）本項第(1)号及び第(2)号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本新株予約権者」とい

う。）と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併（合併により当社が消滅す

る場合を除く。）、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とする

とき。

 ②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の

発生により転換価額の調整を必要とするとき。
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 ③　当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転

換価額の調整を必要とするとき。

 ④　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく

調整後の転換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　本欄第４項第(1)号の規定にかかわらず、本欄第４項第(1)号に基づく調整後の転換価額

を初めて適用する日が本欄第２項に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、当社

は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。

 ６　本欄第４項第(1)号及び第(2)号により転換価額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、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適

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、本欄第４項第(1)号②

(ホ)の場合その他適用の日の前日までに上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。

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

金2,000,000,000円

但し、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を

消却した場合及び別記「代用払込みに関する事項」但書に基づいて差額が償還された場合に

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発行する当社普通株式１株の発行価格は、別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第２項記載の転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項乃至第６項によって転換価額が修正又は調整された場合は修正後又は

調整後の転換価額）とする。

 ２　本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

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条に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円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。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 本新株予約権者は、平成29年３月15日から平成33年３月10日までの間、いつでも、本新株予

約権を行使し、当社に対して別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄に定める当社普

通株式の交付を請求することができる。但し、以下の期間については、行使請求をすること

ができないものとする。

 ①　当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日等でない日をい

う。以下同じ。）

 ②　振替機関が必要であると認めた日

 ③　別記「償還の方法」欄第２項第(2)号乃至第(7)号に定めるところにより本社債が繰上償

還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降

 ④　別記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除

く。）　（注）４　期限の利益喪失に関する特約」に定めるところにより当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以降

 本欄の規定により行使請求が可能な期間を、以下「行使請求期間」という。

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　新株予約権の行使請求受付場所

株主名簿管理人　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

２　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　新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 該当事項はありません。

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。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

取得事由は定めない。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新株予約権

又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
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代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものと

し、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定める転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の転

換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る本社債の各社債の金額の合計額を

下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社

債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各社債の金額から当該差額を差し引いた額と

する。上記但書の場合には、当社は、本社債の償還金として当該差額を償還する。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）１　転換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）資金調達の背景及び目的

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、平成28年12月31日現在、当社、連結子会社11社により構成

され、パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売及びこれらに付帯する事業を行っていま

す。

製造業においてＩｏＴや人工知能、インダストリー4.0などの技術革新が起きつつある中、「エンベデッ

ド領域」（注１）において、当社グループは、さまざまな製造業のＩＴニーズに対応できる製品ライン

ナップを揃えるとともに、少ロットの製品でも迅速に供給できる体制を整え、他社との差別化を図ってい

ます。また、「ライフスタイルイノベーション領域」（注３）において、当社グループは、パソコン周辺

機器、スマートフォン及びタブレット端末関連などの基盤分野において、ビジネスや家庭など、あらゆる

シーンをより快適・便利に変えていこうという思いを込めて事業を行っています。

当社グループは、中長期的成長戦略として、エンベデッド領域、ライフスタイルイノベーション領域の２

つの分野で力強く事業を展開していく方針です。具体的には、当社グループは上記の２つの領域において

継続的なＭ＆Ａ及び資本業務提携等の実施によって更なる事業価値の拡大を図っていく方針であり、当社

が平成23年７月にハギワラソリューションズ株式会社を設立し、同社が同年８月に株式会社ハギワラシス

コムの事業を一部譲り受けた事や平成16年12月にロジテック株式会社、平成26年５月に日本データシステ

ム株式会社の株式を取得した事に加え、足元では平成28年９月の株式会社ワークビットの事業譲受けに加

え、平成29年２月にはＤＸアンテナ株式会社（以下「ＤＸアンテナ」という。）の株式譲渡に関する契約

を締結するなど、着実に事業価値の拡大に向けた取り組みの実績を積み上げています。

ＤＸアンテナは各種アンテナ及びテレビ受信関連機器・ＣＡＴＶ関連機器・情報伝送システム関連機器・

セキュリティシステム関連機器全般の製造販売、並びに付帯する調査・設計・施工管理を事業内容とする

企業であり、防災・福祉情報配信システムを核とする放送と通信の親和性を高めた新しいサービスの提

供、アンテナ事業で長年培ってきた伝送技術を基盤とする顧客ニーズに対応した製品の開発などのＩｏＴ

事業及び電材の販売チャネルに強みを有しています。このことから、ＤＸアンテナの株式譲受け（子会社

化）によって、ＤＸアンテナの強みである電材の販売チャネルを活用し、ＤＸアンテナのＩｏＴ関連製品

に加え、当社のライフスタイルイノベーション領域における製品であるパソコン周辺機器・スマートフォ

ン・タブレット端末関連等の製品及び当社のエンベデッド領域における製品であるオフィス・工場の業務

用並びに産業用のＩｏＴ関連製品に対する幅広い需要を取り込むことが期待できます。

以上のように、当社及びＤＸアンテナにおける相乗効果の発現による当社グループの一層の事業拡大及び

収益力の向上が図られ、その結果として、ＤＸアンテナの株式譲受け（子会社化）は既存株主を含めた株

主全体の利益に資するものと当社は考えています。

このような当社グループの一層の事業拡大及び収益力の向上に向け、Ｍ＆Ａをさらに推進する上で、有利

な条件での長期安定資金を調達することが必要と考え、本新株予約権付社債の発行を決定しました。本調

達資金は、ＤＸアンテナ株式譲受け代金の一部に全額を充当する予定です。

なお、本資金調達における資金使途及び支出予定時期の詳細につきましては、後記「７　新規発行による

手取金の使途　(2）手取金の使途」に記載しています。

（注１）「エンベデット領域」とは、デジタルサイネージ（注２に定義する。）用の業務用タブレットや

カスタムＰＣなどの組み込みソフトウェアを中核とする業務用・産業用の製品領域をいいます。

（注２）「デジタルサイネージ」とは、屋外・店頭・公共空間・交通機関などのあらゆる場所において、

ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称をいいます。

（注３）「ライフスタイルイノベーション領域」とは、パソコン周辺機器、スマートフォン及びタブレッ

ト端末関連製品などの、当社の基盤領域をいいます。
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(2）資金調達方法の概要

①　今回の資金調達は、当社が大和証券株式会社に対し、行使可能期間を４年間とする転換価額修正条項付

新株予約権付社債（転換価額修正条項の内容は、別記「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

の特質」欄第２項に記載されている。）を第三者割当の方法によって割り当て、大和証券株式会社によ

る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います。当社は、大和証券株式会社

との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含む本新株予約権付社債に係る

買取契約（以下「本買取契約」という。）及びコミットメント契約を締結します。

②　当社による行使指定

（本新株予約権の行使の要請）

当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定し、

行使を要請する旨の通知（以下「行使要請通知」という。）を行うことができる仕組みとなっていま

す。大和証券株式会社は、行使要請通知を受けた場合、当該行使要請通知を受領した日（以下「行使要

請通知日」という。）の翌取引日に始まる20連続取引日の期間（以下「行使要請期間」という。）内

に、当社が本新株予約権について行使を要請する個数（以下「行使要請個数」という。）と、当該行使

要請通知日における本新株予約権の残存個数とのうち、いずれか少ない方の個数の本新株予約権を、一

定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットします（以下「行使義務」という。）。

但し、当社が一度に指定できる行使要請個数には一定の限度があり、各行使要請通知において指定する

ことができる行使要請個数は、当該行使要請通知を行う日の直前取引日までの、20連続取引日又は60連

続取引日における各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出来高の中央値（但

し、そのような中央値が存在しない場合には、中央値を挟む２つの出来高の単純平均値をもって中央値

とみなす。）に、割当株式数で除し、小数点未満を切り下げた数のうち、いずれか少ない方の数を上限

とします。当社は、本新株予約権に関し発せられた直前の行使要請通知に係る行使要請期間の末日の翌

取引日に始まる20連続取引日の期間は、次の行使要請通知を行うことはできません。また、行使要請通

知を行うことができる日は、当社普通株式の終値が、第１回新株予約権付社債については下限転換価額

の115％、第２回乃至第５回新株予約権付社債については下限転換価額の110％を上回っている日に限る

ものとし、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたら

す事態が発生した場合等一定の場合には、大和証券株式会社の行使義務の効力は生じません。

行使要請期間中において、当社普通株式の終値が下限転換価額を下回った場合や、当該行使要請通知に

係る行使要請期間中のいずれかの取引日において当社普通株式の株価が東京証券取引所が定める呼値の

制限値幅に関する規則に定められた当該取引日における値幅の下限に達した場合、その他東京証券取引

所により売買の停止がなされた場合等には、大和証券株式会社の行使義務の効力は消滅するものとしま

す。

なお、当社は、行使要請通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。

（本新株予約権付社債の譲渡）

本買取契約において、大和証券株式会社は、当社取締役会の事前の承諾がない限り、本新株予約権付社

債を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨（但し、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

に基づく認可を受けた信託銀行に対する譲渡、承継又は引受けについては次に記載の内容に従うことを

条件に、当社はあらかじめ承諾している。）、並びに大和証券株式会社が本新株予約権付社債を譲渡す

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する旨を

規定します（但し、譲渡先となる者が割当予定先に対して本新株予約権付社債を譲渡することについて

は、当社はあらかじめ承諾している。）。

(3）本新株予約権付社債発行を選択した理由

当社は、今回の資金調達に際して、①希薄化の抑制、②確実な資金調達、③株価への影響の軽減及び④資

本政策の柔軟性の確保を図るべく様々な調達手段を検討してまいりました。このような観点を踏まえ、今

般、当社は、上記の４点を全て充足する調達手法として本新株予約権付社債の発行を選択することとしま

した。

また、本新株予約権付社債は、下記のとおり、希薄化の抑制、転換による株価への影響低減等の方策を組

み込んでいることから、既存株主に配慮した商品性を有するものといえます。また、下限転換価額につい

ても、既存株主に配慮した商品性を実現する趣旨で、当社普通株式の過去における株価動向を踏まえつ

つ、将来の業績向上による当社普通株式の株価向上の期待を織り込んだ水準に設定しています。
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（本スキームの特徴）

①　希薄化の抑制

本新株予約権付社債の全額が転換された場合に発行（又は交付）される普通株式数は3,960,605株

（第１回乃至第５回新株予約権付社債の合計）（平成28年９月30日現在の発行済株式数の9.95％程

度（議決権比率は10.04％程度））であり、転換に応じて株式が順次発行されるため、一度に大量

の株式を発行する普通株式を時価発行した場合と比較し、一株あたりの株主価値の希薄化は公募増

資と比べても限定的です。

②　確実な資金調達

本新株予約権付社債は、払込期日に総額100.5億円（第１回乃至第５回新株予約権付社債の合計）

が払い込まれるため、発行当初にまとまった資金調達ができます。

③　株価への影響の軽減

転換価額は本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所終値を基準とし

て修正される仕組みとなっていることから、複数回にわたる行使と転換価額の分散が期待されるた

め、当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいと考えられます。下限転換価額

は、第１回新株予約権付社債については2,400円、第２回乃至第４回新株予約権付社債については

2,500円、第５回新株予約権付社債については2,750円とそれぞれ設定されており、行使指定を行う

際には、東京証券取引所終値が第１回新株予約権付社債については下限転換価額の115％、第２回

乃至第５回新株予約権付社債については110％を上回っている必要があり、また、別記「（注）

１　転換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）

資金調達方法の概要　②　当社による行使指定」に記載のとおり、一度に行使指定可能な数量は行

使指定直前の一定期間の出来高を基本として定められることとなっており、行使が発生する株価水

準や株式発行による需給悪化懸念に配慮した設計となっています。

④　資本政策の柔軟性の確保

資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、本新株予約権付社債が残存する期間中を

通じて、残存する本新株予約権付社債の全部を本新株予約権付社債の社債要項記載の手続きに従っ

て繰上償還することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。

なお、本新株予約権付社債には、主に、下記に記載されたデメリットがあると考えられます。しか

しながら、当社は、上記に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えています。

（本スキームのデメリット）

①　本新株予約権付社債の下限転換価額は、第１回新株予約権付社債については2,400円、第２回乃至

第４回新株予約権付社債については2,500円、第５回新株予約権付社債については2,750円とそれぞ

れ設定されており、株価水準によっては本新株予約権の行使が行われない可能性があります。

②　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。

③　本新株予約権付社債には、第１回新株予約権付社債については年率0.805％、第２回乃至第４回新

株予約権付社債については年率0.78％、第５回新株予約権付社債については年率0.755％の利率が

それぞれ付されており、償還日の直前取引日（第２回新株予約権付社債については平成33年３月９

日、第３回新株予約権付社債については平成33年３月10日、第１回新株予約権付社債・第４回新株

予約権付社債・第５回新株予約権付社債については平成33年３月11日）においてそれぞれ残存して

いる本新株予約権付社債については、償還日（第２回新株予約権付社債については平成33年３月10

日、第３回新株予約権付社債については平成33年３月11日、第１回新株予約権付社債・第４回新株

予約権付社債・第５回新株予約権付社債については平成33年３月12日）にそれぞれ一括して利息が

支払われます。償還日の直前取引日よりも前に償還又は行使等により消滅した本新株予約権付社債

については、上記利息を支払う必要はありません。

（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、本新株予約権付社債の発行と同様に、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、公募増資による新株式発行と同様に、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。

③　第三者割当による新株予約権

新株予約権のみの発行の場合は、発行時点におけるまとまった資金調達ができず、また、株価水準

によっては行使が行われないため、資金調達が困難となる可能性があります。
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④　借入との比較

本新株予約権の行使が行使可能期間中に行われなかった場合においては、償還日の前日において残

存する本新株予約権付社債について、本社債の償還金額（各社債の金額100円につき金100円）に加

え、第１回新株予約権付社債については年率0.805％、第２回乃至第４回新株予約権付社債につい

ては年率0.78％、第５回新株予約権付社債については年率0.755％相当の利息を一括してそれぞれ

支払う必要があります。もっとも、当社の第31期有価証券報告書（自　平成27年４月１日　至　平

成28年３月31日）に記載の長期借入金の平均利率は年0.9％となっていることから、本新株予約権

付社債の発行によって、左記平均利率よりも低利での資金調達が可能になるといえます。

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の内

容

当社は、割当予定先との間で、本買取契約において、別記「（注）１　転換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）資金調達方法の概要　②　当社による行使指定」

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、Ｍ

ＳＣＢ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本新株

予約権の払込日時点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ません。また、割当予定先及

び譲渡先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の

行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、予め当社に対し、本新株予約権の行使が

制限超過行使に該当しないかについて確認を行う事を合意する予定です。

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

本新株予約権付社債に関して、本新株予約権付社債の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　本社債に付する本新株予約権の数

各本社債に付された新株予約権の個数は１個とし、合計200個（第１回乃至第５回新株予約権付社債の合

計）の新株予約権を発行します。

６　新株予約権の行使請求の方法

①　行使請求しようとする本新株予約権者は、行使請求期間中に、当該本新株予約権者が本新株予約権付社債

の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関（以下「直近上位機関」という。）を

通じて、行使請求受付場所に行使請求に要する事項として当社の定める事項を通知しなければならない。

②　行使請求受付場所に対し行使請求に要する事項を通知した者は、その後これを撤回することができませ

ん。

７　新株予約権行使の効力発生日

行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生します。本新株予

約権の行使請求の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債について弁済期が到来するものと

します。

８　本新株予約権の行使による株式の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定す

る直近上位機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

９　読み替えその他の措置

当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権付社債の社債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、当社及び本新株予約権者が協議して必要な措置を講じます。

10　その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。
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２【新規発行新株予約権付社債（第２回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）】

銘柄 エレコム株式会社第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

 （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 該当事項はありません。

券面総額又は振替社債の

総額（円）

金2,000,000,000円

各社債の金額（円） 金50,000,000円

発行価額の総額（円） 金2,010,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100.5円

 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

利率（％） 年0.78％

利払日 平成33年３月10日

利息支払の方法 １　利息支払の方法及び期限

 (1）本社債の利息は、当該本社債が平成33年３月９日において残存していることを条件と

して、同日において残存する本社債についてのみ、平成33年３月10日に支払われるも

のとする。

 (2）利息支払期日が銀行休業日（銀行法第15条第１項に定める「銀行の休日」を意味す

る。以下同じ。）に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3）本社債の利息は、平成29年３月15日から（当日を含む。）平成33年３月10日まで（当

日を含む。）これをつけ、１年を365日とする日割計算により計算する。

 ２　利息の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 平成33年３月10日

償還の方法 １　償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

 但し、繰上償還の場合は、本欄第２項第(2)号、第(7)号及び第(8)号に定める金額によ

る。

 ２　償還の方法及び期限

 (1）本社債の元金は、平成33年３月10日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で

償還する。

 (2）当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに

本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）に通知したうえで、

残存する本社債の全部（一部は不可）を以下に定める金額で繰上償還することができ

る。

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.62円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月９日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.12円

 (3）当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子

会社となる株式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社

の株主総会で承認決議した場合、償還日の１か月前までに本社債権者に通知したうえ

で、当該組織再編行為の効力発生日前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を各

社債の金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (4）本社債権者は、当社が吸収分割又は新設分割につき当社の株主総会（株主総会の決議

を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、その選択により償還日の２週間

前までに当社に通知を行うことにより、当該吸収分割又は新設分割の効力発生日前

に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき本項第(8)号に定

める金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
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 (5）(イ)当社以外の者（以下「公開買付者」という。）によって、当社普通株式の保有者

に対して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当

該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取

得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上

場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（但し、当

社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場

会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ(ニ)公開

買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開

買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開始日を意味す

る。以下同じ。）から15日以内に必要事項を本社債権者に通知したうえで、当該通知

において指定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から30日目以降60日目まで

のいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金

額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (6）当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いう。）により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は

上場廃止となる場合（これらの事由の発生よりも先に本項第(3)号乃至第(5)号に定め

る繰上償還事由が発生した場合を除く。）には、当該銘柄に指定された日又は上場廃

止が決定した日の10営業日後に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の

金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (7）本社債権者は、平成29年３月15日以降平成33年２月19日までの間のいずれかの５連続

営業日（但し、終値のない日は除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値が1,006円（但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項乃

至第６項による調整を受ける。）を下回った場合、当該５連続営業日の最終日の翌営

業日以降、その選択により償還日の２週間前までに当社に通知を行うことにより、そ

の保有する本社債の全部を各社債の金額100円につき金100.5円で繰上償還すること

を、当社に対して請求する権利を有する。

 (8）当社は、本項第(3)号乃至第(6)号の定めに従い本社債を繰上償還する場合には、以下

に定める金額を本社債権者に支払う。

 償還日が平成29年３月15日以降平成30年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金101.62円

 償還日が平成30年３月15日以降平成31年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.12円

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.62円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月９日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.12円

 (9）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。

 (10）当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められる場合を

除き、払込期日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買

入れた本新株予約権付社債を消却する場合、本社債又は本新株予約権の一方のみを消

却することはできない。

 ３　償還金等の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全額を割り当てる。

 （後記「第３　第三者割当の場合の特記事項」を参照）

申込証拠金（円） 該当事項はありません。

申込期間 平成29年３月13日

申込取扱場所 エレコム株式会社　財務企画室

 大阪市中央区伏見町四丁目１番１号

払込期日 平成29年３月14日

 本新株予約権を割り当てる日は平成29年３月14日とする。

振替機関 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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担保 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために

特に留保されている資産はない。

財務上の特約（担保提供

制限）

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株

予約権付社債のために担保提供する場合（当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定

の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以

外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下同じ。）には、本新株予約権付社債

のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株

予約権付社債とは、会社法第２条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第

236条第１項第３号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社

債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。

財務上の特約（その他の

条項）

該当事項はありません。

　（注）１　本書に係る第２回新株予約権付社債を、本書において、文脈に応じて個別に又は第１回新株予約権付社債、

第３回新株予約権付社債、第４回新株予約権付社債及び第５回新株予約権付社債と総称して「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約権」という。

２　社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、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。）の規定の適用

を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に

従い本社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係

る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券

が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約権付社債券

を記名式とすることを請求することはできない。

３　社債管理者

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。

４　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、「（注）５　本社債権者に通知する場合の公

告」に定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(1）当社が、別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2）当社が、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項乃至第６項又は別記「財務上の特約（担保提

供制限）」の規定のいずれかに違背し、本社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその

履行又は補正をしないとき。

(3）当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

(4）当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは期限が到来してもその弁

済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った

保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当

該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。

(5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会におい

て解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(6）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を

受けたとき。

５　本社債権者に通知する場合の公告

本社債権者に対して通知する場合の公告は、当社の定款所定の方法により電子公告の方法によりこれを行

う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に直接通知する方法によること

ができる。

６　社債権者集会に関する事項

(1）本新株予約権付社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の

社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社

債権者集会の日の２週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公

告又は直接通知するものとする。

(2）本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
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(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10

分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本新株予約権付社債についての社債等振替法第

222条第３項の規定による書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し

た書面を提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

７　元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われる。

８　財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社りそな銀行

９　本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信

用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

 

（第２回新株予約権付社債に関する事項）

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　本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、各本新株予約権の行使により

交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下「転換価額」とい

う。）の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落した場合に

は、交付される株式数が増加することがある。

 ２　本新株予約権付社債の転換価額の修正基準及び修正頻度について

 転換価額は、2,500円であるが、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予

約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）７　新株予約権行使の効力発生日」に定める本新株予約権の各行使請求の効力発

生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。）の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値の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「修正後転換価額」という。）に修

正される。但し、修正後転換価額が2,500円（以下「下限転換価額」といい、別記「新

株予約権の行使時の払込金額」欄第４項第(1)号の規定を準用して調整される。）を下

回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ３　転換価額等の下限等について

 本新株予約権付社債の下限転換価額は、2,500円である。本新株予約権の全てが行使さ

れた場合に交付されることとなる株式数の上限は、本新株予約権が下限転換価額で全て

行使されたものとして算定すると、800,000株となる（本書の提出日現在の発行済株式

数39,816,036株の2.01％）。

 ４　当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに本

社債権者に通知したうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を別記「償還の方

法」欄第２項第(2)号に定める金額で繰上償還することができる。

 ５　本新株予約権付社債権者はその裁量により本新株予約権を行使することができる。但

し、当社と割当予定先である大和証券株式会社との間で締結予定のコミットメント契約

の規定により当社が行使指定を行うことができ、当社の裁量により、割当予定先に対し

て一定数量の範囲内での一定期間内の行使を義務づけることが可能である（前記「１　

新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１

回新株予約権付社債に関する事項）　（注）１　転換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）資金調達方法の概要　②　当社

による行使指定」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

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式である。

 単元株式数　100株

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株

予約権が付された本社債の各社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある

転換価額で除して得られる整数とする。
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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その価額

各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するも

のとし、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に本

欄第２項に定める転換価額（但し、本欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された

場合は修正後又は調整後の転換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る

本社債の各社債の金額の合計額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各

社債の金額から当該差額を差し引いた額とする。上記但書の場合には、当社は、本社債

の償還金として当該差額を償還する。

 ２　転換価額

 転換価額は、当初金2,500円とする。但し、転換価額は本欄第３項乃至第６項に定めら

れることにより修正又は調整されることがある。

 ３　転換価額の修正

 転換価額は、修正日に、修正後転換価額に修正される。但し、修正後転換価額が下限転

換価額を下回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ４　転換価額の調整

 (1）①　当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、下記に定める

算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

 
 

    
既発行株式数＋

交付株式数×１株あたりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 ②　転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。

 （イ）時価（本項第(2)号③に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分

する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得

条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使に

よって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に

より当社普通株式を交付する場合を除く。）

 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の末日とする。以下同じ。）の翌日以降これを適用する。

但し、当社普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。

 （ロ）当社普通株式の株式分割をする場合。

 調整後の転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用す

る。

 （ハ）時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式、取得条項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。）又は時価を下回る払込金額をもって当社

普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）（以下「取得請求権付株式等」という。）を発行又

は付与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取

締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）

 調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが

当初の条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込

期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当て

の効力発生日以降これを適用する。但し、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降こ

れを適用する。
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 （ニ）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、時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する場合。

 調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 （ホ）本号②(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発

生が当該基準日以降の株主総会、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、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額

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承認があった日までに本新株予約権

の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当該承

認があった日より後に当社普通株式を交付する。但し、株式の交付につい

ては、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）

（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）８　本新株予約権の行使による株式の交付方法」の規定を準用す

る。

 
 

株式数＝

（調整前転換価額－調整後転換価額）×
調整前転換価額により
当該期間内に交付され
た株式数

調整後転換価額
 

 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、当該端数に調

整後転換価額を乗じた金額を返還する。

 (2）転換価額の調整については、以下の規定を適用する。

 ①　転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の

調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中

の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用す

るものとする。

 ②　転換価額調整式の計算については、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五

入する。

 ③　転換価額調整式で使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用する日（但し、

本項第(1)号②(ホ)の場合は当該基準日）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（気配表示を含

む。）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

は、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ④　転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日、また、かかる基準日

がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がな

い場合には当該日の前月末日とする。）における当社の発行済普通株式の総数か

ら、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の

調整前に本項第(1)号又は第(3)号に基づき交付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数を加えた数とする。また、当社普

通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用

する交付株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式に割り当てられ

る当社普通株式の数を含まないものとする。

 ⑤　本項第(1)号②(イ)乃至(ニ)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転換価額は、本項第(1)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。

 (3）本項第(1)号及び第(2)号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本新株予約権者」とい

う。）と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併（合併により当社が消滅す

る場合を除く。）、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とする

とき。
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 ②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の

発生により転換価額の調整を必要とするとき。

 ③　当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転

換価額の調整を必要とするとき。

 ④　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく

調整後の転換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　本欄第４項第(1)号の規定にかかわらず、本欄第４項第(1)号に基づく調整後の転換価額

を初めて適用する日が本欄第２項に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、当社

は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。

 ６　本欄第４項第(1)号及び第(2)号により転換価額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、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適

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、本欄第４項第(1)号②

(ホ)の場合その他適用の日の前日までに上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。

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

金2,000,000,000円

但し、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を

消却した場合及び別記「代用払込みに関する事項」但書に基づいて差額が償還された場合に

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発行する当社普通株式１株の発行価格は、別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第２項記載の転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項乃至第６項によって転換価額が修正又は調整された場合は修正後又は

調整後の転換価額）とする。

 ２　本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

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条に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円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。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 本新株予約権者は、平成29年３月15日から平成33年３月８日までの間、いつでも、本新株予

約権を行使し、当社に対して別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄に定める当社普

通株式の交付を請求することができる。但し、以下の期間については、行使請求をすること

ができないものとする。

 ①　当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日等でない日をい

う。以下同じ。）

 ②　振替機関が必要であると認めた日

 ③　別記「償還の方法」欄第２項第(2)号乃至第(7)号に定めるところにより本社債が繰上償

還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降

 ④　前記「１　新規発行新株予約権付社債（第２回新株予約権付社債）（短期社債を除

く。）　（注）４　期限の利益喪失に関する特約」に定めるところにより当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以降

本欄の規定により行使請求が可能な期間を、以下「行使請求期間」という。

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　新株予約権の行使請求受付場所

株主名簿管理人　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

２　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　新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 該当事項はありません。

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。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

取得事由は定めない。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新株予約権

又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
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代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものと

し、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定める転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の転

換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る本社債の各社債の金額の合計額を

下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社

債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各社債の金額から当該差額を差し引いた額と

する。上記但書の場合には、当社は、本社債の償還金として当該差額を償還する。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）　前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約

権付社債に関する事項）」に係る注記をご参照ください。但し、本新株予約権については、同注記１(2)②に

関して、以下のとおり大和証券株式会社に対して本新株予約権の行使を禁止する旨の通知を行うことができま

す。

（本新株予約権の行使の禁止）

当社は、その裁量により、大和証券株式会社に対し、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。本新株予約権の行使を禁止する期間（以下「行使禁止期間」

という。）は当社の裁量により決定することができます。但し、上記の行使要請通知を受けて大和証券株式

会社がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使禁止通知を行うことはできませ

ん。また、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事

態が発生した場合等一定の場合には、行使禁止通知の効力は生じません。

行使禁止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使禁止通知の効力は消滅します。

なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。
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３【新規発行新株予約権付社債（第３回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）】

銘柄 エレコム株式会社第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

 （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 該当事項はありません。

券面総額又は振替社債の

総額（円）

金2,000,000,000円

各社債の金額（円） 金50,000,000円

発行価額の総額（円） 金2,010,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100.5円

 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

利率（％） 年0.78％

利払日 平成33年３月11日

利息支払の方法 １　利息支払の方法及び期限

 (1）本社債の利息は、当該本社債が平成33年３月10日において残存していることを条件と

して、同日において残存する本社債についてのみ、平成33年３月11日に支払われるも

のとする。

 (2）利息支払期日が銀行休業日（銀行法第15条第１項に定める「銀行の休日」を意味す

る。以下同じ。）に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3）本社債の利息は、平成29年３月15日から（当日を含む。）平成33年３月11日まで（当

日を含む。）これをつけ、１年を365日とする日割計算により計算する。

 ２　利息の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 平成33年３月11日

償還の方法 １　償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

 但し、繰上償還の場合は、本欄第２項第(2)号、第(7)号及び第(8)号に定める金額によ

る。

 ２　償還の方法及び期限

 (1）本社債の元金は、平成33年３月11日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で

償還する。

 (2）当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに

本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）に通知したうえで、

残存する本社債の全部（一部は不可）を以下に定める金額で繰上償還することができ

る。

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.62円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月10日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.12円

 (3）当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子

会社となる株式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社

の株主総会で承認決議した場合、償還日の１か月前までに本社債権者に通知したうえ

で、当該組織再編行為の効力発生日前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を各

社債の金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (4）本社債権者は、当社が吸収分割又は新設分割につき当社の株主総会（株主総会の決議

を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、その選択により償還日の２週間

前までに当社に通知を行うことにより、当該吸収分割又は新設分割の効力発生日前

に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき本項第(8)号に定

める金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
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 (5）(イ)当社以外の者（以下「公開買付者」という。）によって、当社普通株式の保有者

に対して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当

該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取

得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上

場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（但し、当

社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場

会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ(ニ)公開

買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開

買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開始日を意味す

る。以下同じ。）から15日以内に必要事項を本社債権者に通知したうえで、当該通知

において指定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から30日目以降60日目まで

のいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金

額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (6）当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いう。）により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は

上場廃止となる場合（これらの事由の発生よりも先に本項第(3)号乃至第(5)号に定め

る繰上償還事由が発生した場合を除く。）には、当該銘柄に指定された日又は上場廃

止が決定した日の10営業日後に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の

金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (7）本社債権者は、平成29年３月15日以降平成33年２月22日までの間のいずれかの５連続

営業日（但し、終値のない日は除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値が1,006円（但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項乃

至第６項による調整を受ける。）を下回った場合、当該５連続営業日の最終日の翌営

業日以降、その選択により償還日の２週間前までに当社に通知を行うことにより、そ

の保有する本社債の全部を各社債の金額100円につき金100.5円で繰上償還すること

を、当社に対して請求する権利を有する。

 (8）当社は、本項第(3)号乃至第(6)号の定めに従い本社債を繰上償還する場合には、以下

に定める金額を本社債権者に支払う。

 償還日が平成29年３月15日以降平成30年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金101.62円

 償還日が平成30年３月15日以降平成31年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.12円

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.62円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月10日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.12円

 (9）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。

 (10）当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められる場合を

除き、払込期日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買

入れた本新株予約権付社債を消却する場合、本社債又は本新株予約権の一方のみを消

却することはできない。

 ３　償還金等の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全額を割り当てる。

 （後記「第３　第三者割当の場合の特記事項」を参照）

申込証拠金（円） 該当事項はありません。

申込期間 平成29年３月13日

申込取扱場所 エレコム株式会社　財務企画室

 大阪市中央区伏見町四丁目１番１号

払込期日 平成29年３月14日

 本新株予約権を割り当てる日は平成29年３月14日とする。

振替機関 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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担保 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために

特に留保されている資産はない。

財務上の特約（担保提供

制限）

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株

予約権付社債のために担保提供する場合（当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定

の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以

外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下同じ。）には、本新株予約権付社債

のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株

予約権付社債とは、会社法第２条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第

236条第１項第３号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社

債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。

財務上の特約（その他の

条項）

該当事項はありません。

　（注）１　本書に係る第３回新株予約権付社債を、本書において、文脈に応じて個別に又は第１回新株予約権付社債、

第２回新株予約権付社債、第４回新株予約権付社債及び第５回新株予約権付社債と総称して「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約権」という。

２　社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、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。）の規定の適用

を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に

従い本社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係

る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券

が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約権付社債券

を記名式とすることを請求することはできない。

３　社債管理者

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。

４　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、「（注）５　本社債権者に通知する場合の公

告」に定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(1）当社が、別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2）当社が、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項乃至第６項又は別記「財務上の特約（担保提

供制限）」の規定のいずれかに違背し、本社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその

履行又は補正をしないとき。

(3）当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

(4）当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは期限が到来してもその弁

済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った

保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当

該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。

(5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会におい

て解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(6）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を

受けたとき。

５　本社債権者に通知する場合の公告

本社債権者に対して通知する場合の公告は、当社の定款所定の方法により電子公告の方法によりこれを行

う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に直接通知する方法によること

ができる。

６　社債権者集会に関する事項

(1）本新株予約権付社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の

社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社

債権者集会の日の２週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公

告又は直接通知するものとする。

(2）本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

EDINET提出書類

エレコム株式会社(E02066)

有価証券届出書（参照方式）

23/55



(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10

分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本新株予約権付社債についての社債等振替法第

222条第３項の規定による書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し

た書面を提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

７　元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われる。

８　財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社りそな銀行

９　本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信

用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

 

（第３回新株予約権付社債に関する事項）

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　本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、各本新株予約権の行使により

交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下「転換価額」とい

う。）の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落した場合に

は、交付される株式数が増加することがある。

 ２　本新株予約権付社債の転換価額の修正基準及び修正頻度について

 転換価額は、2,500円であるが、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予

約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）７　新株予約権行使の効力発生日」に定める本新株予約権の各行使請求の効力発

生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。）の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値の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「修正後転換価額」という。）に修

正される。但し、修正後転換価額が2,500円（以下「下限転換価額」といい、別記「新

株予約権の行使時の払込金額」欄第４項第(1)号の規定を準用して調整される。）を下

回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ３　転換価額等の下限等について

 本新株予約権付社債の下限転換価額は、2,500円である。本新株予約権の全てが行使さ

れた場合に交付されることとなる株式数の上限は、本新株予約権が下限転換価額で全て

行使されたものとして算定すると、800,000株となる（本書の提出日現在の発行済株式

数39,816,036株の2.01％）。

 ４　当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに本

社債権者に通知したうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を別記「償還の方

法」欄第２項第(2)号に定める金額で繰上償還することができる。

 ５　本新株予約権付社債権者はその裁量により本新株予約権を行使することができる。但

し、当社と割当予定先である大和証券株式会社との間で締結予定のコミットメント契約

の規定により当社が行使指定を行うことができ、当社の裁量により、割当予定先に対し

て一定数量の範囲内での一定期間内の行使を義務づけることが可能である（前記「１　

新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１

回新株予約権付社債に関する事項）　（注）１　転換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）資金調達方法の概要　②　当社

による行使指定」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

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式である。

 単元株式数　100株

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株

予約権が付された本社債の各社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある

転換価額で除して得られる整数とする。
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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その価額

各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するも

のとし、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に本

欄第２項に定める転換価額（但し、本欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された

場合は修正後又は調整後の転換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る

本社債の各社債の金額の合計額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各

社債の金額から当該差額を差し引いた額とする。上記但書の場合には、当社は、本社債

の償還金として当該差額を償還する。

 ２　転換価額

 転換価額は、当初金2,500円とする。但し、転換価額は本欄第３項乃至第６項に定めら

れることにより修正又は調整されることがある。

 ３　転換価額の修正

 転換価額は、修正日に、修正後転換価額に修正される。但し、修正後転換価額が下限転

換価額を下回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ４　転換価額の調整

 (1）①　当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、下記に定める

算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

 
 

    
既発行株式数＋

交付株式数×１株あたりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 ②　転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。

 （イ）時価（本項第(2)号③に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分

する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得

条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使に

よって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に

より当社普通株式を交付する場合を除く。）

 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の末日とする。以下同じ。）の翌日以降これを適用する。

但し、当社普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。

 （ロ）当社普通株式の株式分割をする場合。

 調整後の転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用す

る。

 （ハ）時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式、取得条項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。）又は時価を下回る払込金額をもって当社

普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）（以下「取得請求権付株式等」という。）を発行又

は付与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取

締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）

 調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが

当初の条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込

期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当て

の効力発生日以降これを適用する。但し、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降こ

れを適用する。
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 （ニ）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、時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する場合。

 調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 （ホ）本号②(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発

生が当該基準日以降の株主総会、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、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額

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承認があった日までに本新株予約権

の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当該承

認があった日より後に当社普通株式を交付する。但し、株式の交付につい

ては、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）

（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）８　本新株予約権の行使による株式の交付方法」の規定を準用す

る。

 
 

株式数＝

（調整前転換価額－調整後転換価額）×
調整前転換価額により
当該期間内に交付され
た株式数

調整後転換価額
 

 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、当該端数に調

整後転換価額を乗じた金額を返還する。

 (2）転換価額の調整については、以下の規定を適用する。

 ①　転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の

調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中

の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用す

るものとする。

 ②　転換価額調整式の計算については、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五

入する。

 ③　転換価額調整式で使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用する日（但し、

本項第(1)号②(ホ)の場合は当該基準日）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（気配表示を含

む。）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

は、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ④　転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日、また、かかる基準日

がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がな

い場合には当該日の前月末日とする。）における当社の発行済普通株式の総数か

ら、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の

調整前に本項第(1)号又は第(3)号に基づき交付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数を加えた数とする。また、当社普

通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用

する交付株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式に割り当てられ

る当社普通株式の数を含まないものとする。

 ⑤　本項第(1)号②(イ)乃至(ニ)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転換価額は、本項第(1)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。
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 (3）本項第(1)号及び第(2)号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本新株予約権者」とい

う。）と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併（合併により当社が消滅す

る場合を除く。）、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とする

とき。

 ②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の

発生により転換価額の調整を必要とするとき。

 ③　当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転

換価額の調整を必要とするとき。

 ④　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく

調整後の転換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　本欄第４項第(1)号の規定にかかわらず、本欄第４項第(1)号に基づく調整後の転換価額

を初めて適用する日が本欄第２項に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、当社

は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。

 ６　本欄第４項第(1)号及び第(2)号により転換価額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、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適

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、本欄第４項第(1)号②

(ホ)の場合その他適用の日の前日までに上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。

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

金2,000,000,000円

但し、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を

消却した場合及び別記「代用払込みに関する事項」但書に基づいて差額が償還された場合に

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発行する当社普通株式１株の発行価格は、別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第２項記載の転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項乃至第６項によって転換価額が修正又は調整された場合は修正後又は

調整後の転換価額）とする。

 ２　本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

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条に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円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。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 本新株予約権者は、平成29年３月15日から平成33年３月９日までの間、いつでも、本新株予

約権を行使し、当社に対して別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄に定める当社普

通株式の交付を請求することができる。但し、以下の期間については、行使請求をすること

ができないものとする。

 ①　当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日等でない日をい

う。以下同じ。）

 ②　振替機関が必要であると認めた日

 ③　別記「償還の方法」欄第２項第(2)号乃至第(7)号に定めるところにより本社債が繰上償

還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降

 ④　前記「１　新規発行新株予約権付社債（第３回新株予約権付社債）（短期社債を除

く。）　（注）４　期限の利益喪失に関する特約」に定めるところにより当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以降

 本欄の規定により行使請求が可能な期間を、以下「行使請求期間」という。
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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　新株予約権の行使請求受付場所

株主名簿管理人　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

２　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　新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 該当事項はありません。

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。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

取得事由は定めない。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新株予約権

又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものと

し、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定める転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の転

換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る本社債の各社債の金額の合計額を

下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社

債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各社債の金額から当該差額を差し引いた額と

する。上記但書の場合には、当社は、本社債の償還金として当該差額を償還する。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）　前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約

権付社債に関する事項）」に係る注記をご参照ください。但し、本新株予約権については、同注記１(2)②に

関して、以下のとおり大和証券株式会社に対して本新株予約権の行使を禁止する旨の通知を行うことができま

す。

（本新株予約権の行使の禁止）

当社は、その裁量により、大和証券株式会社に対し、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。本新株予約権の行使を禁止する期間（以下「行使禁止期間」

という。）は当社の裁量により決定することができます。但し、上記の行使要請通知を受けて大和証券株式

会社がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使禁止通知を行うことはできませ

ん。また、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事

態が発生した場合等一定の場合には、行使禁止通知の効力は生じません。

行使禁止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使禁止通知の効力は消滅します。

なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。
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４【新規発行新株予約権付社債（第４回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）】

銘柄 エレコム株式会社第４回無担保転換社債型新株予約権付社債

 （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 該当事項はありません。

券面総額又は振替社債の

総額（円）

金2,000,000,000円

各社債の金額（円） 金50,000,000円

発行価額の総額（円） 金2,010,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100.5円

 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

利率（％） 年0.78％

利払日 平成33年３月12日

利息支払の方法 １　利息支払の方法及び期限

 (1）本社債の利息は、当該本社債が平成33年３月11日において残存していることを条件と

して、同日において残存する本社債についてのみ、平成33年３月12日に支払われるも

のとする。

 (2）利息支払期日が銀行休業日（銀行法第15条第１項に定める「銀行の休日」を意味す

る。以下同じ。）に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3）本社債の利息は、平成29年３月15日から（当日を含む。）平成33年３月12日まで（当

日を含む。）これをつけ、１年を365日とする日割計算により計算する。

 ２　利息の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 平成33年３月12日

償還の方法 １　償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

 但し、繰上償還の場合は、本欄第２項第(2)号、第(7)号及び第(8)号に定める金額によ

る。

 ２　償還の方法及び期限

 (1）本社債の元金は、平成33年３月12日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で

償還する。

 (2）当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに

本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）に通知したうえで、

残存する本社債の全部（一部は不可）を以下に定める金額で繰上償還することができ

る。

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.62円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月11日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.12円

 (3）当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子

会社となる株式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社

の株主総会で承認決議した場合、償還日の１か月前までに本社債権者に通知したうえ

で、当該組織再編行為の効力発生日前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を各

社債の金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (4）本社債権者は、当社が吸収分割又は新設分割につき当社の株主総会（株主総会の決議

を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、その選択により償還日の２週間

前までに当社に通知を行うことにより、当該吸収分割又は新設分割の効力発生日前

に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき本項第(8)号に定

める金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
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 (5）(イ)当社以外の者（以下「公開買付者」という。）によって、当社普通株式の保有者

に対して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当

該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取

得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上

場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（但し、当

社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場

会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ(ニ)公開

買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開

買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開始日を意味す

る。以下同じ。）から15日以内に必要事項を本社債権者に通知したうえで、当該通知

において指定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から30日目以降60日目まで

のいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金

額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (6）当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いう。）により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は

上場廃止となる場合（これらの事由の発生よりも先に本項第(3)号乃至第(5)号に定め

る繰上償還事由が発生した場合を除く。）には、当該銘柄に指定された日又は上場廃

止が決定した日の10営業日後に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の

金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (7）本社債権者は、平成29年３月15日以降平成33年２月23日までの間のいずれかの５連続

営業日（但し、終値のない日は除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値が1,006円（但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項乃

至第６項による調整を受ける。）を下回った場合、当該５連続営業日の最終日の翌営

業日以降、その選択により償還日の２週間前までに当社に通知を行うことにより、そ

の保有する本社債の全部を各社債の金額100円につき金100.5円で繰上償還すること

を、当社に対して請求する権利を有する。

 (8）当社は、本項第(3)号乃至第(6)号の定めに従い本社債を繰上償還する場合には、以下

に定める金額を本社債権者に支払う。

 償還日が平成29年３月15日以降平成30年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金101.62円

 償還日が平成30年３月15日以降平成31年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.12円

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.62円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月11日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.12円

 (9）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。

 (10）当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められる場合を

除き、払込期日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買

入れた本新株予約権付社債を消却する場合、本社債又は本新株予約権の一方のみを消

却することはできない。

 ３　償還金等の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全額を割り当てる。

 （後記「第３　第三者割当の場合の特記事項」を参照）

申込証拠金（円） 該当事項はありません。

申込期間 平成29年３月13日

申込取扱場所 エレコム株式会社　財務企画室

 大阪市中央区伏見町四丁目１番１号

払込期日 平成29年３月14日

 本新株予約権を割り当てる日は平成29年３月14日とする。

振替機関 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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担保 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために

特に留保されている資産はない。

財務上の特約（担保提供

制限）

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株

予約権付社債のために担保提供する場合（当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定

の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以

外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下同じ。）には、本新株予約権付社債

のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株

予約権付社債とは、会社法第２条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第

236条第１項第３号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社

債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。

財務上の特約（その他の

条項）

該当事項はありません。

　（注）１　本書に係る第４回新株予約権付社債を、本書において、文脈に応じて個別に又は第１回新株予約権付社債、

第２回新株予約権付社債、第３回新株予約権付社債及び第５回新株予約権付社債と総称して「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約権」という。

２　社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、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。）の規定の適用

を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に

従い本社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係

る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券

が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約権付社債券

を記名式とすることを請求することはできない。

３　社債管理者

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。

４　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、「（注）５　本社債権者に通知する場合の公

告」に定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(1）当社が、別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2）当社が、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項乃至第６項又は別記「財務上の特約（担保提

供制限）」の規定のいずれかに違背し、本社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその

履行又は補正をしないとき。

(3）当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

(4）当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは期限が到来してもその弁

済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った

保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当

該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。

(5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会におい

て解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(6）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を

受けたとき。

５　本社債権者に通知する場合の公告

本社債権者に対して通知する場合の公告は、当社の定款所定の方法により電子公告の方法によりこれを行

う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に直接通知する方法によること

ができる。

６　社債権者集会に関する事項

(1）本新株予約権付社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の

社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社

債権者集会の日の２週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公

告又は直接通知するものとする。

(2）本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
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(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10

分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本新株予約権付社債についての社債等振替法第

222条第３項の規定による書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し

た書面を提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

７　元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われる。

８　財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社りそな銀行

９　本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信

用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

 

（第４回新株予約権付社債に関する事項）

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　本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、各本新株予約権の行使により

交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下「転換価額」とい

う。）の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落した場合に

は、交付される株式数が増加することがある。

 ２　本新株予約権付社債の転換価額の修正基準及び修正頻度について

 転換価額は、2,500円であるが、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予

約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）７　新株予約権行使の効力発生日」に定める本新株予約権の各行使請求の効力発

生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。）の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値の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「修正後転換価額」という。）に修

正される。但し、修正後転換価額が2,500円（以下「下限転換価額」といい、別記「新

株予約権の行使時の払込金額」欄第４項第(1)号の規定を準用して調整される。）を下

回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ３　転換価額等の下限等について

 本新株予約権付社債の下限転換価額は、2,500円である。本新株予約権の全てが行使さ

れた場合に交付されることとなる株式数の上限は、本新株予約権が下限転換価額で全て

行使されたものとして算定すると、800,000株となる（本書の提出日現在の発行済株式

数39,816,036株の2.01％）。

 ４　当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに本

社債権者に通知したうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を別記「償還の方

法」欄第２項第(2)号に定める金額で繰上償還することができる。

 ５　本新株予約権付社債権者はその裁量により本新株予約権を行使することができる。但

し、当社と割当予定先である大和証券株式会社との間で締結予定のコミットメント契約

の規定により当社が行使指定を行うことができ、当社の裁量により、割当予定先に対し

て一定数量の範囲内での一定期間内の行使を義務づけることが可能である（前記「１　

新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１

回新株予約権付社債に関する事項）　（注）１　転換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）資金調達方法の概要　②　当社

による行使指定」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

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式である。

 単元株式数　100株

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株

予約権が付された本社債の各社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある

転換価額で除して得られる整数とする。
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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その価額

各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するも

のとし、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に本

欄第２項に定める転換価額（但し、本欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された

場合は修正後又は調整後の転換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る

本社債の各社債の金額の合計額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各

社債の金額から当該差額を差し引いた額とする。上記但書の場合には、当社は、本社債

の償還金として当該差額を償還する。

 ２　転換価額

 転換価額は、当初金2,500円とする。但し、転換価額は本欄第３項乃至第６項に定めら

れることにより修正又は調整されることがある。

 ３　転換価額の修正

 転換価額は、修正日に、修正後転換価額に修正される。但し、修正後転換価額が下限転

換価額を下回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ４　転換価額の調整

 (1）①　当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、下記に定める

算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

 
 

    
既発行株式数＋

交付株式数×１株あたりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 ②　転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。

 （イ）時価（本項第(2)号③に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分

する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得

条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使に

よって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に

より当社普通株式を交付する場合を除く。）

 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の末日とする。以下同じ。）の翌日以降これを適用する。

但し、当社普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。

 （ロ）当社普通株式の株式分割をする場合。

 調整後の転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用す

る。

 （ハ）時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式、取得条項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。）又は時価を下回る払込金額をもって当社

普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）（以下「取得請求権付株式等」という。）を発行又

は付与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取

締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）

 調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが

当初の条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込

期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当て

の効力発生日以降これを適用する。但し、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降こ

れを適用する。
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 （ニ）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、時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する場合。

 調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 （ホ）本号②(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発

生が当該基準日以降の株主総会、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、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額

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承認があった日までに本新株予約権

の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当該承

認があった日より後に当社普通株式を交付する。但し、株式の交付につい

ては、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）

（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）８　本新株予約権の行使による株式の交付方法」の規定を準用す

る。

 
 

株式数＝

（調整前転換価額－調整後転換価額）×
調整前転換価額により
当該期間内に交付され
た株式数

調整後転換価額
 

 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、当該端数に調

整後転換価額を乗じた金額を返還する。

 (2）転換価額の調整については、以下の規定を適用する。

 ①　転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の

調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中

の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用す

るものとする。

 ②　転換価額調整式の計算については、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五

入する。

 ③　転換価額調整式で使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用する日（但し、

本項第(1)号②(ホ)の場合は当該基準日）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（気配表示を含

む。）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

は、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ④　転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日、また、かかる基準日

がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がな

い場合には当該日の前月末日とする。）における当社の発行済普通株式の総数か

ら、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の

調整前に本項第(1)号又は第(3)号に基づき交付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数を加えた数とする。また、当社普

通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用

する交付株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式に割り当てられ

る当社普通株式の数を含まないものとする。

 ⑤　本項第(1)号②(イ)乃至(ニ)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転換価額は、本項第(1)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。
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 (3）本項第(1)号及び第(2)号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本新株予約権者」とい

う。）と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併（合併により当社が消滅す

る場合を除く。）、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とする

とき。

 ②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の

発生により転換価額の調整を必要とするとき。

 ③　当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転

換価額の調整を必要とするとき。

 ④　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく

調整後の転換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　本欄第４項第(1)号の規定にかかわらず、本欄第４項第(1)号に基づく調整後の転換価額

を初めて適用する日が本欄第２項に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、当社

は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。

 ６　本欄第４項第(1)号及び第(2)号により転換価額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、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適

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、本欄第４項第(1)号②

(ホ)の場合その他適用の日の前日までに上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。

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

金2,000,000,000円

但し、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を

消却した場合及び別記「代用払込みに関する事項」但書に基づいて差額が償還された場合に

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発行する当社普通株式１株の発行価格は、別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第２項記載の転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項乃至第６項によって転換価額が修正又は調整された場合は修正後又は

調整後の転換価額）とする。

 ２　本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

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条に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円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。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 本新株予約権者は、平成29年３月15日から平成33年３月10日までの間、いつでも、本新株予

約権を行使し、当社に対して別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄に定める当社普

通株式の交付を請求することができる。但し、以下の期間については、行使請求をすること

ができないものとする。

 ①　当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日等でない日をい

う。以下同じ。）

 ②　振替機関が必要であると認めた日

 ③　別記「償還の方法」欄第２項第(2)号乃至第(7)号に定めるところにより本社債が繰上償

還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降

 ④　前記「１　新規発行新株予約権付社債（第４回新株予約権付社債）（短期社債を除

く。）　（注）４　期限の利益喪失に関する特約」に定めるところにより当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以降

 本欄の規定により行使請求が可能な期間を、以下「行使請求期間」という。
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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　新株予約権の行使請求受付場所

株主名簿管理人　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

２　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　新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 該当事項はありません。

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。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

取得事由は定めない。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新株予約権

又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものと

し、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定める転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の転

換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る本社債の各社債の金額の合計額を

下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社

債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各社債の金額から当該差額を差し引いた額と

する。上記但書の場合には、当社は、本社債の償還金として当該差額を償還する。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）　前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約

権付社債に関する事項）」に係る注記をご参照ください。但し、本新株予約権については、同注記１(2)②に

関して、以下のとおり大和証券株式会社に対して本新株予約権の行使を禁止する旨の通知を行うことができま

す。

（本新株予約権の行使の禁止）

当社は、その裁量により、大和証券株式会社に対し、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。本新株予約権の行使を禁止する期間（以下「行使禁止期間」

という。）は当社の裁量により決定することができます。但し、上記の行使要請通知を受けて大和証券株式

会社がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使禁止通知を行うことはできませ

ん。また、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事

態が発生した場合等一定の場合には、行使禁止通知の効力は生じません。

行使禁止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使禁止通知の効力は消滅します。

なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。
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５【新規発行新株予約権付社債（第５回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）】

銘柄 エレコム株式会社第５回無担保転換社債型新株予約権付社債

 （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 該当事項はありません。

券面総額又は振替社債の

総額（円）

金2,000,000,000円

各社債の金額（円） 金50,000,000円

発行価額の総額（円） 金2,008,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100.4円

 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

利率（％） 年0.755％

利払日 平成33年３月12日

利息支払の方法 １　利息支払の方法及び期限

 (1）本社債の利息は、当該本社債が平成33年３月11日において残存していることを条件と

して、同日において残存する本社債についてのみ、平成33年３月12日に支払われるも

のとする。

 (2）利息支払期日が銀行休業日（銀行法第15条第１項に定める「銀行の休日」を意味す

る。以下同じ。）に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3）本社債の利息は、平成29年３月15日から（当日を含む。）平成33年３月12日まで（当

日を含む。）これをつけ、１年を365日とする日割計算により計算する。

 ２　利息の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 平成33年３月12日

償還の方法 １　償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

 但し、繰上償還の場合は、本欄第２項第(2)号、第(7)号及び第(8)号に定める金額によ

る。

 ２　償還の方法及び期限

 (1）本社債の元金は、平成33年３月12日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で

償還する。

 (2）当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに

本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）に通知したうえで、

残存する本社債の全部（一部は不可）を以下に定める金額で繰上償還することができ

る。

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.52円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月11日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.02円

 (3）当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子

会社となる株式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社

の株主総会で承認決議した場合、償還日の１か月前までに本社債権者に通知したうえ

で、当該組織再編行為の効力発生日前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を各

社債の金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (4）本社債権者は、当社が吸収分割又は新設分割につき当社の株主総会（株主総会の決議

を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、その選択により償還日の２週間

前までに当社に通知を行うことにより、当該吸収分割又は新設分割の効力発生日前

に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき本項第(8)号に定

める金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
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 (5）(イ)当社以外の者（以下「公開買付者」という。）によって、当社普通株式の保有者

に対して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当

該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取

得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上

場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（但し、当

社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場

会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ(ニ)公開

買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開

買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開始日を意味す

る。以下同じ。）から15日以内に必要事項を本社債権者に通知したうえで、当該通知

において指定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から30日目以降60日目まで

のいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金

額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (6）当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いう。）により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は

上場廃止となる場合（これらの事由の発生よりも先に本項第(3)号乃至第(5)号に定め

る繰上償還事由が発生した場合を除く。）には、当該銘柄に指定された日又は上場廃

止が決定した日の10営業日後に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の

金額100円につき本項第(8)号に定める金額で繰上償還する。

 (7）本社債権者は、平成29年３月15日以降平成33年２月23日までの間のいずれかの５連続

営業日（但し、終値のない日は除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値が1,006円（但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項乃

至第６項による調整を受ける。）を下回った場合、当該５連続営業日の最終日の翌営

業日以降、その選択により償還日の２週間前までに当社に通知を行うことにより、そ

の保有する本社債の全部を各社債の金額100円につき金100.4円で繰上償還すること

を、当社に対して請求する権利を有する。

 (8）当社は、本項第(3)号乃至第(6)号の定めに従い本社債を繰上償還する場合には、以下

に定める金額を本社債権者に支払う。

 償還日が平成29年３月15日以降平成30年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金101.52円

 償還日が平成30年３月15日以降平成31年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.02円

 償還日が平成31年３月15日以降平成32年３月14日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金102.52円

 償還日が平成32年３月15日以降平成33年３月11日までの間である場合

 各社債の金額100円につき金103.02円

 (9）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。

 (10）当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められる場合を

除き、払込期日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買

入れた本新株予約権付社債を消却する場合、本社債又は本新株予約権の一方のみを消

却することはできない。

 ３　償還金等の支払場所

 別記「（注）７　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全額を割り当てる。

 （後記「第３　第三者割当の場合の特記事項」を参照）

申込証拠金（円） 該当事項はありません。

申込期間 平成29年３月13日

申込取扱場所 エレコム株式会社　財務企画室

 大阪市中央区伏見町四丁目１番１号

払込期日 平成29年３月14日

 本新株予約権を割り当てる日は平成29年３月14日とする。

振替機関 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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担保 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために

特に留保されている資産はない。

財務上の特約（担保提供

制限）

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株

予約権付社債のために担保提供する場合（当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定

の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以

外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下同じ。）には、本新株予約権付社債

のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株

予約権付社債とは、会社法第２条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第

236条第１項第３号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社

債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。

財務上の特約（その他の

条項）

該当事項はありません。

　（注）１　本書に係る第５回新株予約権付社債を、本書において、文脈に応じて個別に又は第１回新株予約権付社債、

第２回新株予約権付社債、第３回新株予約権付社債及び第４回新株予約権付社債と総称して「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約権」という。

２　社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、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。）の規定の適用

を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に

従い本社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係

る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券

が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約権付社債券

を記名式とすることを請求することはできない。

３　社債管理者

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。

４　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、「（注）５　本社債権者に通知する場合の公

告」に定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(1）当社が、別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2）当社が、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項乃至第６項又は別記「財務上の特約（担保提

供制限）」の規定のいずれかに違背し、本社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその

履行又は補正をしないとき。

(3）当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

(4）当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは期限が到来してもその弁

済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った

保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当

該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。

(5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会におい

て解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(6）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を

受けたとき。

５　本社債権者に通知する場合の公告

本社債権者に対して通知する場合の公告は、当社の定款所定の方法により電子公告の方法によりこれを行

う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に直接通知する方法によること

ができる。

６　社債権者集会に関する事項

(1）本新株予約権付社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の

社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社

債権者集会の日の２週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公

告又は直接通知するものとする。

(2）本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
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(3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10

分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本新株予約権付社債についての社債等振替法第

222条第３項の規定による書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し

た書面を提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

７　元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われる。

８　財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社りそな銀行

９　本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信

用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

 

（第５回新株予約権付社債に関する事項）

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　本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、各本新株予約権の行使により

交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下「転換価額」とい

う。）の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落した場合に

は、交付される株式数が増加することがある。

 ２　本新株予約権付社債の転換価額の修正基準及び修正頻度について

 転換価額は、2,750円であるが、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予

約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）７　新株予約権行使の効力発生日」に定める本新株予約権の各行使請求の効力発

生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。）の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値の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「修正後転換価額」という。）に修

正される。但し、修正後転換価額が2,750円（以下「下限転換価額」といい、別記「新

株予約権の行使時の払込金額」欄第４項第(1)号の規定を準用して調整される。）を下

回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ３　転換価額等の下限等について

 本新株予約権付社債の下限転換価額は、2,750円である。本新株予約権の全てが行使さ

れた場合に交付されることとなる株式数の上限は、本新株予約権が下限転換価額で全て

行使されたものとして算定すると、727,272株となる（本書の提出日現在の発行済株式

数39,816,036株の1.83％）。

 ４　当社は、平成31年３月15日以降、その選択によりいつでも、償還日の２週間前までに本

社債権者に通知したうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を別記「償還の方

法」欄第２項第(2)号に定める金額で繰上償還することができる。

 ５　本新株予約権付社債権者はその裁量により本新株予約権を行使することができる。但

し、当社と割当予定先である大和証券株式会社との間で締結予定のコミットメント契約

の規定により当社が行使指定を行うことができ、当社の裁量により、割当予定先に対し

て一定数量の範囲内での一定期間内の行使を義務づけることが可能である（前記「１　

新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１

回新株予約権付社債に関する事項）　（注）１　転換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）資金調達方法の概要　②　当社

による行使指定」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

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式である。

 単元株式数　100株

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株

予約権が付された本社債の各社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある

転換価額で除して得られる整数とする。
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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その価額

各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するも

のとし、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に本

欄第２項に定める転換価額（但し、本欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された

場合は修正後又は調整後の転換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る

本社債の各社債の金額の合計額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各

社債の金額から当該差額を差し引いた額とする。上記但書の場合には、当社は、本社債

の償還金として当該差額を償還する。

 ２　転換価額

 転換価額は、当初金2,750円とする。但し、転換価額は本欄第３項乃至第６項に定めら

れることにより修正又は調整されることがある。

 ３　転換価額の修正

 転換価額は、修正日に、修正後転換価額に修正される。但し、修正後転換価額が下限転

換価額を下回ることとなる場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。

 ４　転換価額の調整

 (1）①　当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、下記に定める

算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

 
 

    
既発行株式数＋

交付株式数×１株あたりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 ②　転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。

 （イ）時価（本項第(2)号③に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分

する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得

条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使に

よって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に

より当社普通株式を交付する場合を除く。）

 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の末日とする。以下同じ。）の翌日以降これを適用する。

但し、当社普通株式の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、当該基準日の翌日以降これを適用する。

 （ロ）当社普通株式の株式分割をする場合。

 調整後の転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用す

る。

 （ハ）時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式、取得条項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。）又は時価を下回る払込金額をもって当社

普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）（以下「取得請求権付株式等」という。）を発行又

は付与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取

締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）

 調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが

当初の条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込

期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当て

の効力発生日以降これを適用する。但し、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降こ

れを適用する。

 

EDINET提出書類

エレコム株式会社(E02066)

有価証券届出書（参照方式）

41/55



 
 （ニ）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、時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する場合。

 調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 （ホ）本号②(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発

生が当該基準日以降の株主総会、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、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額

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承認があった日までに本新株予約権

の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当該承

認があった日より後に当社普通株式を交付する。但し、株式の交付につい

ては、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）

（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）８　本新株予約権の行使による株式の交付方法」の規定を準用す

る。

 
 

株式数＝

（調整前転換価額－調整後転換価額）×
調整前転換価額により
当該期間内に交付され
た株式数

調整後転換価額
 

 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、当該端数に調

整後転換価額を乗じた金額を返還する。

 (2）転換価額の調整については、以下の規定を適用する。

 ①　転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の

調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中

の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用す

るものとする。

 ②　転換価額調整式の計算については、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五

入する。

 ③　転換価額調整式で使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用する日（但し、

本項第(1)号②(ホ)の場合は当該基準日）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（気配表示を含

む。）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

は、小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ④　転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式の株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日、また、かかる基準日

がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がな

い場合には当該日の前月末日とする。）における当社の発行済普通株式の総数か

ら、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の

調整前に本項第(1)号又は第(3)号に基づき交付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数を加えた数とする。また、当社普

通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用

する交付株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式に割り当てられ

る当社普通株式の数を含まないものとする。

 ⑤　本項第(1)号②(イ)乃至(ニ)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転換価額は、本項第(1)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。
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 (3）本項第(1)号及び第(2)号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本新株予約権者」とい

う。）と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併（合併により当社が消滅す

る場合を除く。）、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とする

とき。

 ②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の

発生により転換価額の調整を必要とするとき。

 ③　当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転

換価額の調整を必要とするとき。

 ④　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく

調整後の転換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　本欄第４項第(1)号の規定にかかわらず、本欄第４項第(1)号に基づく調整後の転換価額

を初めて適用する日が本欄第２項に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、当社

は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。

 ６　本欄第４項第(1)号及び第(2)号により転換価額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、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適

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、本欄第４項第(1)号②

(ホ)の場合その他適用の日の前日までに上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。

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

金2,000,000,000円

但し、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を

消却した場合及び別記「代用払込みに関する事項」但書に基づいて差額が償還された場合に

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発行する当社普通株式１株の発行価格は、別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第２項記載の転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項乃至第６項によって転換価額が修正又は調整された場合は修正後又は

調整後の転換価額）とする。

 ２　本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

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条に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円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。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 本新株予約権者は、平成29年３月15日から平成33年３月10日までの間、いつでも、本新株予

約権を行使し、当社に対して別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄に定める当社普

通株式の交付を請求することができる。但し、以下の期間については、行使請求をすること

ができないものとする。

 ①　当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日等でない日をい

う。以下同じ。）

 ②　振替機関が必要であると認めた日

 ③　別記「償還の方法」欄第２項第(2)号乃至第(7)号に定めるところにより本社債が繰上償

還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降

 ④　前記「１　新規発行新株予約権付社債（第５回新株予約権付社債）（短期社債を除

く。）　（注）４　期限の利益喪失に関する特約」に定めるところにより当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以降

 本欄の規定により行使請求が可能な期間を、以下「行使請求期間」という。
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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　新株予約権の行使請求受付場所

株主名簿管理人　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

２　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　新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 該当事項はありません。

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。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

取得事由は定めない。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新株予約権

又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものと

し、当該本社債の価額は、その各社債の金額と同額とする。但し、交付株式数に別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定める転換価額（但し、別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項乃至第６項によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の転

換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る本社債の各社債の金額の合計額を

下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社

債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の各社債の金額から当該差額を差し引いた額と

する。上記但書の場合には、当社は、本社債の償還金として当該差額を償還する。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）　前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約

権付社債に関する事項）」に係る注記をご参照ください。但し、本新株予約権については、同注記１(2)②に

関して、以下のとおり大和証券株式会社に対して本新株予約権の行使を禁止する旨の通知を行うことができま

す。

（本新株予約権の行使の禁止）

当社は、その裁量により、大和証券株式会社に対し、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。本新株予約権の行使を禁止する期間（以下「行使禁止期間」

という。）は当社の裁量により決定することができます。但し、上記の行使要請通知を受けて大和証券株式

会社がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使禁止通知を行うことはできませ

ん。また、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事

態が発生した場合等一定の場合には、行使禁止通知の効力は生じません。

行使禁止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使禁止通知の効力は消滅します。

なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。
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６【新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託】

　該当事項はありません。

 

７【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）

10,050,000,000 28,000,000 10,022,000,000

　（注）１　発行諸費用の概算額は、弁護士・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信

託銀行手数料等）の合計です。

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】

　上記差引手取概算額10,022,000,000円については、後記のとおり、平成29年３月末までに船井電機株式会社

（以下「船井電機」という。）の連結子会社であるＤＸアンテナの買収のための資金に全額を充当する予定で

す。

　すなわち、当社は、ＤＸアンテナの株式譲受け（子会社化）について、検討及び協議を開始する旨の基本合

意書を船井電機と平成28年11月７日に締結しており、また、平成29年２月21日開催の当社取締役会においてＤ

Ｘアンテナを買収し子会社とすること（以下「本買収」という。）について決議し、船井電機との間で、同

日、株式譲受け契約を締結しています。当該契約に基づき、当社は、ＤＸアンテナを総額約103億円の金銭を

対価として買収する手続きを開始し、同社を子会社化する予定です。また、本買収は平成29年３月末までに完

了する見込みであることから、上記差引手取概算額10,022,000,000円については、平成29年３月末までに本買

収のための資金に全額を充当する予定です。

　なお、本買収が不成立となった場合には、当該手取金については、本買収に代わる買収のための資金に充当

するよう努めますが、そのような買収を実行できないときには、当該手取金の全部を、当社グループの一層の

事業拡大、収益力の向上に向けて今後想定されるＭ＆Ａ資金の待機資金として時期や相手先が決まり次第充当

する予定です。

　なお、本新株予約権付社債の発行により調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れ

る予定です。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

ロックアップについて

　当社は、本買取契約の締結日以降、平成29年９月９日までの間、本新株予約権付社債が存する限り、割当予定先の事

前承諾なくして、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

付与等を行うことができません。

　但し、以下の場合は、この限りではありません。

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本新株予約権付社債を発行する場合及び本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本新株予約権付社債と同時に本新株予約権付社債以外の新株予約権付社債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。

⑤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。

 

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

半期報告書　事業年度　第25期中

（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

平成28年12月20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９月30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９月30日現在）

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 当社の主幹事証券会社です。

 

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付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除

く。）　（新株予約権に関する事項）　（注）１　転換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）本新株予約権付社債発行を選択した理由」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、株価や既存株主の利益を十分配慮し

ながら、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う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付社債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　

EDINET提出書類

エレコム株式会社(E02066)

有価証券届出書（参照方式）

46/55



１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（注）１　転換価額修正条項

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）本新株予約権付社債発行を選択した理

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しました。

　なお、本新株予約権付社債の発行は、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。

 

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株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により当社が交付する当社普通株式の

数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の各社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用

のある転換価額で除して得られる整数とします。本新株予約権の全てが当初転換価額で行使された場合の交付株式

数は3,960,605株となります。なお、本新株予約権の目的となる株式の数の上限は3,960,605株（上限株式数）と

なっており、これを超えて行使されることはありません。

 

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諾がない限り、割当を受けた本新株予約権付社債を当社以外の第三者

に譲渡することはできません（但し、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく認可を受けた信託銀行に

対する譲渡、承継又は引受けについては、前記「１　新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短

期社債を除く。）　（注）１　転換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）資金調達方法の概要　②　当社による行使指定　（本新株予約権付社債の譲渡）」記載の内容に従うこ

とを条件に、当社はあらかじめ承諾している。また、譲渡先となる者が割当予定先に対して本新株予約権付社債を

譲渡することについては、当社はあらかじめ承諾している。）。当社は、大和証券株式会社から、同社が本新株予

約権付社債の割当を受けた後、株式会社りそな銀行との契約に基づき設定した信託口座（委託者及び受益者を大和

証券株式会社とし、受託者を株式会社りそな銀行とする信託、以下「本件信託」という。）に対して本新株予約権

付社債の全部を社債総額と同額で譲渡する予定であると聞いています（大和証券株式会社が本新株予約権付社債を

本件信託に対して譲渡する際に本件信託から受け取る譲渡代金は、本件信託が国内金融機関から本新株予約権付社

債の社債総額と同額の融資を受けることによって調達する予定であると聞いている。）。また、当社は、大和証券

株式会社から、株式会社りそな銀行は本新株予約権の行使請求を行わず、大和証券株式会社が本新株予約権を行使

請求しようとする際には、その都度、本件信託から本新株予約権付社債を買い戻した上で本新株予約権を行使請求

する予定であると聞いています。したがいまして、当社は、本新株予約権の行使請求を実際に行うのは大和証券株

式会社のみであると認識しています。

　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12月20日付で関東財務局長宛に提出した半期報告書（第25期中）の平成28年９月

30日現在の貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権付社債の発行価額の総額の払込み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います。

 

ｇ．割当予定先の実態

　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います。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います。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います。

　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い

ます。
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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諾がない限り、割当を受けた本新株予約権付社債を当社以外の第三者に譲

渡することはできません（但し、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく認可を受けた信託銀行に対する

譲渡、承継又は引受けについては次に記載の内容に従うことを条件に、当社はあらかじめ承諾している。）。割当予

定先は、本新株予約権付社債を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者をして、当社に対して当該譲渡制限の

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、譲渡先となる者が割当予定先に対して本新株予約権付社債を譲渡することについては、当社はあ

らかじめ承諾している。）。なお、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、本新株予約権付社債の社債要項及び割当予定先との間で本新株予約権付社債の募集に関する届出の効力

発生をもって締結予定の買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権付社債の価値評価を第三者評価機関

である株式会社プルータス・コンサルティング（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号　代表取締役ＣＥＯ　野口

真人）（以下「プルータス・コンサルティング」という。）に依頼しました。プルータス・コンサルティングは、

一定の前提（転換価額、当社株式の株価変動率・配当利回り、本新株予約権付社債の利払方法及び本新株予約権付

社債の価値を算定する上で使用した割引率等）に基づき、新株予約権付社債の価値評価で一般的に使用されている

モンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権付社債の価値評価を実施し、各社債の金額100円につき

98円80銭～100円20銭という算定結果が得られました。価値評価にあたっては、主に①当社による本新株予約権付

社債の繰上償還については償還のタイミングを定量的に決定することが困難であるため、下記③の場合を除き評価

に織り込まないこと、②当社は行使指定が可能な場合には行使指定を行い、割当予定先は株価水準に留意しながら

権利行使を行うとの前提の下で、株価が下限転換価額を金利相当額以上上回っている場合において、割当予定先

は、本新株予約権の行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使を行うとともに、行使により交付を受けるこ

ととなる当社株式を、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こと、③株価が５取引

日連続で本書の提出日前日の東京証券取引所終値の50％に相当する金額を下回った場合、割当予定先は当社に本新

株予約権付社債の繰上償還を請求すること等を想定しています。当社は、前記「第１　募集要項　１　新規発行新

株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）（短期社債を除く。）　（第１回新株予約権付社債に関する事項）　

（注）１　転換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

約権付社債発行を選択した理由」に記載した本新株予約権付社債の特徴、当社の置かれた事業環境及び財務状況を

総合的に勘案した結果、本新株予約権付社債の発行価額を各社債の金額100円につき、第１回新株予約権付社債に

ついては金100.6円、第２回乃至第４回新株予約権付社債については金100.5円及び第５回新株予約権付社債につい

ては金100.4円とすることを決定していますが、本新株予約権付社債の発行価額がプルータス・コンサルティング

の算定した価値評価額と概ね見合っていること及びその評価手続きについて特に不合理な点がないことから、本新

株予約権付社債の発行条件は合理的であり、本新株予約権付社債の発行が有利発行に該当しないものと判断しまし

た。さらに、当社監査役３名全員（いずれも社外監査役）から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以

下の各点を確認し、本新株予約権付社債の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違

反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ています。

（ⅰ）本新株予約権付社債の発行においては、新株予約権付社債の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必

要であると考えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有すると認められること

（ⅱ）プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っている

ものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、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

（ⅲ）当社取締役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権付社債の価値評価を依頼して

いること

（ⅳ）プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査役への具体的な説明が事前に行われたうえで、

評価報告書が提出されていること

（ⅴ）本新株予約権付社債の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権付社債の発行に係る実

務慣行について、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して事前に説明が行われており、かかる説明を踏

まえた報告が実務担当者から本新株予約権付社債の発行を担当する取締役になされていること

 

(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

　本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大3,960,605株であり、当社の議決権総数394,263個（平成

28年９月30日現在）に対し、10.04％の希薄化が生じます。しかしながら、本資金調達によって当社の一層の事業

拡大と収益力の向上につながることから、本新株予約権付社債の発行は、既存株主を含めた株主全体の利益に資す

る合理的なものであると判断しました。

EDINET提出書類

エレコム株式会社(E02066)

有価証券届出書（参照方式）

48/55



　また、当社普通株式の過去６ヶ月における１日あたりの平均出来高は132,981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コミットメ

ント契約により、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（但し、第１回新株予約権付社債を除く。）、本新株予約権付社債の発行は

市場に過度の影響を与える規模ではないと判断しました。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　今回実施する第三者割当は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行決議日現在に

おける当社の発行済株式総数に係る議決権総数の25％未満としていること、②支配株主の異動を伴うものではないこ

と（本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、

大規模な第三者割当に該当しません。

 

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

葉田　順治 兵庫県西宮市 11,337,000 28.75 11,337,000 26.13

有限会社サンズ
兵庫県西宮市甲陽園目神山町

26-71
6,300,000 15.98 6,300,000 14.52

大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目９

番１号
0 0.00 3,960,605 9.13

株式会社ジャスティン
兵庫県西宮市甲陽園目神山町

26-71
3,100,000 7.86 3,100,000 7.15

エレコム社員持株会
大阪市中央区伏見町４丁目１-

１
1,042,600 2.64 1,042,600 2.40

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY

（常任代理人シティバンク銀行

株式会社）

388 GREENWICH STREET, NEW

YORK, NY 10013 USA

（東京都新宿区新宿６丁目27番

30号）

997,900 2.53 997,900 2.30

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８-11 970,000 2.46 970,000 2.24

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内２丁目７

番１号
936,000 2.37 936,000 2.16

BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND

（常任代理人株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）

4 EMBARCADERO CTR STE 550

SAN FRANCISCO CALIFORNIA

（東京都千代田区丸の内２丁目

７番１号）

718,500 1.82 718,500 1.66

NORTHERN TRUST CO.（AVFC）

REFIDELITY FUNDS

（常任代理人香港上海銀行東京

支店カストディ業務部）

50 BANK STREET CANARY WHARF

LONDON E14 5NT, UK

（東京都中央区日本橋３丁目

11-１）

677,900 1.72 677,900 1.56

計 ― 26,079,900 66.15 30,040,505 69.24

　（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９月30日現在の株主名簿に基

づき記載しています。
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２　平成28年５月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、スパークス・アセット・マネジ

メント株式会社が平成28年５月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社とし

て平成28年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。なお、同社の大量保有報告の内容は以下のとおりであります。

大量保有者　　　　スパークス・アセット・マネジメント株式会社

住所　　　　　　　東京都品川区東品川二丁目２番４号　天王洲ファーストタワー

保有株券等の数　　株式　1,561,800株

株券等保有割合　　3.92％

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、表示単位未満の端数は四捨五入して表示しています。

４　上記「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、上記「割当後の所有株式

数」に係る所有議決権数を、本新株予約権が全てが行使された場合の交付株式数の総数最大3,960,605株に

係る議決権数39,606個を割当前の総議決権数に加算した数で除して算出しています。

５　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

予定先は割当後における大株主にならないと見込んでいます。

 

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。

 

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】
　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31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日近畿財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第32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４日近畿財務局長に

提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第32期第２四半期（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）平成28年11月７日近畿財務局長に

提出

 

４【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第32期第３四半期（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日）平成29年２月６日近畿財務局長に

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29年２月24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（株主総会における議決権の行使結果）の規定

に基づく臨時報告書を平成28年６月29日に近畿財務局長に提出

 

６【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29年２月24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３号（特定子会社の異動）及び第８号の２（子会社取

得）の規定に基づく臨時報告書を平成29年２月22日に近畿財務局長に提出

 

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後、本有価証券届出書提出日（平成29年２月24日）

までの間において、以下のとおり変更及び追加すべき事由が生じています。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、変更及び追加箇所については、＿＿＿罫で示しています。

　なお、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いますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平

成29年２月24日）現在においてもその判断に変更の必要はなく、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業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、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、以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当社グループが本有価証券届出書提出日（平成29年２月24日）現在におい

て入手した情報に基づいて、記載が適当であると判断したものであります。

 

(1）市場動向について

　当社グループは主にパソコン及びデジタル関連製品の市場を主要な事業活動の領域としているため、当該市場の動

向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

EDINET提出書類

エレコム株式会社(E02066)

有価証券届出書（参照方式）

51/55



(2）仕入形態等について

　当社グループは、子会社の一部を除き自社で製造設備を保有しないファブレスメーカーであり、仕入先の選定に当

たっては、仕入コスト、品質及び供給体制等を総合的に勘案して選定しておりますが、現状これら仕入品については

多品種・少ロットの生産形態をとっております。当社グループは、品質管理の専門部署が当社で定めた品質管理基準

に基づいた品質管理を行っており、安全かつ安心頂ける製品の供給に努めておりますが、生産委託先の受入れ環境に

よって自社製造設備では想定しがたい品質不良や時間的ロスが発生し、その後の再検査等で市場に製品をタイムリー

に供給できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社としては仕入先の多様化に

努めておりますが、特定の商品の売上動向によっては、一部の製品または製品部材等について、特定の仕入先に依存

する結果となることがあり、これらの仕入先が何らかの要因で当社グループへの供給量を制限または停止した場合に

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。加えて、当社グループ製品の原材料仕入先及び生産委託

先は中国、台湾などのアジア諸国等に所在しているため、これら各国の国情の変化や各国における今後の法改正及び

新たな法令の制定等により、当社グループ製品の生産等に何らかの支障をきたし、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）為替相場変動について

　当社グループが取扱う製品は、中国、台湾などのアジア諸国等から完成品等を仕入れる割合が多く、大半が米ドル

決済となっており、日本円と米ドル間の為替相場が円安傾向となった場合、円換算した仕入価格が上昇することにな

ります。当社グループは為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、為替予約及び通貨オプションを行ってお

りますが、当該リスクヘッジにより為替相場の変動の影響を緩和することは可能であっても、間接的な影響も含め、

すべての影響を排除することは不可能です。このため当社グループの想定以上に円安が進んだ場合、パソコン及びデ

ジタル機器関連製品市場等の環境いかんでは、かかる仕入価格の上昇分を適正に製品の販売価格に転嫁することが出

来ず、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、中国からの完成品仕入に関し、米ドル決済とし

ておりますが、人民元が切上げられた場合、仕入価格が上昇する可能性があります。当該上昇分を適正に製品の販売

価格に転嫁出来ない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4）保有在庫の陳腐化及び製品投入のスピードについて

　当社グループが事業活動の領域とするパソコン及びデジタル機器関連製品市場は、技術革新が急速であるため製品

のライフサイクルを短いものとしており、特に大きな技術革新は最終消費者の需要動向を大きく変化させ、その時点

で保有する在庫品の陳腐化を招く可能性があります。当社グループは経験則と実勢をもとに、毎月廃棄処分及び四半

期毎に所定の評価減を行うことでこのリスクに備えておりますが、想定以上に在庫品の陳腐化が進んだ場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、生産委託先等の関係各社の協力のもと、エ

ンドユーザーが実際に使用する最終製品を開発しておりますが、外部環境の変化等により、市場の変化に対応した新

商品の投入ができなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5）市場における価格競争等について

　当社グループが取扱う製品は、競合他社との間で日常的に厳しい価格競争が行われております。したがって、当社

グループの思惑とは別に販売価格の引下げを余儀なくされる可能性があります。また、原材料価格の高騰等により仕

入価格が上昇した場合等であっても、かかる仕入価格の上昇分を適正に販売価格に転嫁することが出来ない可能性が

あります。当社グループは、収益確保のため部材の調達コスト及び製造コスト等の削減に継続して取組んでおります

が、当社グループの想定以上に価格競争が厳しくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(6）法的規制について

　当社グループが取扱う製品は、製造物責任法の規制を受けており、一部の製品は、電波法や電気安全法の規制を受

けております。また同製品の一部は、輸出する際にワッセナー・アレンジメント（※１）の規制を受ける可能性があ

り、その場合は経済産業省の許可が必要になります。また、当社グループは子会社または代理店を通じて欧州及びア

ジアを中心とした海外で製品を販売しておりますが、欧州においてはＲｏＨＳ指令（※２）、中国においては中国版

ＲｏＨＳ指令（※３）等の規制を受けております。当社グループはこれらの法令を遵守するための法令に適合した品

質管理基準に基づいた品質管理を実施し、事業活動を行っておりますが、予測できない事態によりこれらの規制を遵

守できなかった場合や、今後法的規則等が改正され、その対応のための費用負担などが増大したり、あるいはこれら

の法改正等に充分に対応出来ない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（※１）大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある貨物や技術が特定国へ輸出されないよう、輸出を管理す

る目的で1996年に発足した輸出管理機構。
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（※２）電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合（ＥＵ）による指令。

（※３）電気・電子情報製品の使用による環境汚染及びその他の公害の発生を低減することを目的とした法律。

 

(7）取引先との取引条件について

　当社グループは、当社グループが取扱う製品を家電量販店や法人代理店等（以下「取引先」という。）と継続的取

引契約を締結し、当該取引先を通じて最終消費者に販売しております。これら取引先との取引契約が解消されること

は、現状では想定しがたいものと認識しておりますが、今後不測の要因により主要な取引先との取引契約が解消され

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。また、主要な取引先との取引に当たっては、業界の

商慣習や取引高等に応じて交渉の上その条件を決定しておりますが、これらの取引条件が不測の理由によって悪化し

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。

 

(8）在庫補償について

　当社グループの属するパソコン及びデジタル機器関連製品業界の商慣習として、既に出荷し取引先の在庫となって

いる製品に対して同製品の価格改定（値下げ）を実施した場合、当該値下げ金額に取引先在庫数量を乗じた金額を取

引先に対して補填する「在庫補償」というものがあります。当社グループは取引先ごとに先方の在庫内容を常時把握

するとともに、価格改定を実施する場合、流通在庫量の調整を行うなどの対策を打ち、「在庫補償」の金額が少なく

なるよう努めておりますが、当社グループの施策が奏効しない場合には、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）個人情報漏洩について

　当社グループではＥコマースサイトにおける製品の販売や、取引先からの依頼により当社製品を顧客へ直送する際

など、様々な業務において個人情報を取得しており、「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）に定める

個人情報取扱事業者に該当しております。当社グループでは、法令に従い個人情報保護方針（プライバシーポリ

シー）を制定し、社内外へ周知するとともに、社内においては個人情報の取扱い及び管理に関する規程を整備し、個

人情報保護に努めております。しかしながら、これらの個人情報が、不測の事態により外部へ漏洩した場合、当社グ

ループの信用低下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。

 

(10）知的財産権について

　当社グループでは多数の品種の製品を取り扱っており、これら製品に係る多数の知的財産権を取得し、所有してお

ります。当社グループが所有する知的財産権が、無断で使用された場合、当社グループ及び当社グループが取扱う製

品のブランドが損なわれることにより、係争へ発展した場合を含め損害が発生する可能性があります。

　また、当社グループの製品のなかには、第三者からのライセンスを受けて第三者の特許その他の知的財産権を使用

しているものがありますが、将来当該ライセンスが取り消されたり、当社グループにとって不利な条件に変更された

りする可能性があります。さらに、当社が現在ライセンスの必要がないと判断している製品についても、第三者によ

り新たにライセンスが必要と主張される可能性があります。これらの場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

　当社グループでは知的財産権管理専門の担当者を置き、グループ内で企画・考案された製品が第三者に対する知的

財産権を侵害することがないように留意するとともに、必要に応じて特許事務所に調査を依頼して他社の知的財産権

に抵触しないよう努めておりますが、万が一当社グループの認識の範囲外で第三者による係争に巻き込まれた場合や

特許侵害に係る警告を受けた場合には、その解決に係る時間及び費用、更には当社グループの信用低下や損害賠償請

求及びライセンス料の支払い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。

 

(11）製品の不具合発生について

　当社グループにおいて開発・製造された製品については、品質管理の専門部署が当社で定めた品質管理基準に基づ

いた品質管理を行っており、安全かつ安心頂ける製品の供給に努めておりますが、欠陥が生じる可能性は否定できま

せん。万が一、自主回収を要するような製品の不具合が生じた場合や当該不具合により第三者に損害を与えた場合

は、当社グループの信用低下や当社及び製品のブランドの低下、または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。

 

(12）自然災害等外的要因（紛争、テロ、自然災害、感染症の流行を含む。）について

　地震、津波及び台風等の自然災害、紛争（深刻な政情不安を含む。）、テロ、大規模停電、感染症の流行等の外的

要因により、社会インフラに重大な障害が発生し、または当社グループの事業拠点や物流拠点、販売先拠点、生産委

託先及び仕入先等が被災すること等により、当社グループの業務の一部または全部が停止せざるをえない可能性があ

ります。当社グループでは、事業拠点を全国に設置し、物流拠点を分散させ、データセンターをセキュリティ及び耐

震強度の高い施設に設置するなど、対策は講じておりますが、万が一、自然災害等の重大な外的要因が生じた場合

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。
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(13）海外の事業展開強化について

　当社グループは、企業として一層の成長を図るため、当社単独または現地法人と合弁で子会社等を設立する等し

て、当社グループ製品の販売拡大に取組む方針です。しかし、何らかの要因で当社グループの方針が奏功せず、子会

社等の業績が悪化することがあった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(14）Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携について

　当社グループは、成長戦略の一環として、自社による新しい製品分野への進出及び新しい販売チャネルの開拓等の

ほか、Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携等により、当社グループの事業規模を拡大しております。これらの実施にあたりま

しては、当社グループにおける既存事業との間で、マーケティング、商品開発、製品購買、販売チャネル、物流イン

フラ及びＩＴインフラ等の既に当社グループが有する機能のうち、複数の機能で関連性を持たせることができ、その

事業の将来性等を勘案して、慎重に検討することを基本方針としております。しかしながら、Ｍ＆Ａ及び資本・業務

提携の後に、何らかの理由により当社グループの想定通りの成果が得られない可能性があります。

　進行中であるＤＸアンテナの買収に係るリスクについては以下のとおりです。

 

①　進行中であるＤＸアンテナの買収が行われないリスク

　平成29年２月21日、当社は船井電機との間で、ＤＸアンテナの株式譲受け（子会社化）について、株式譲受け

契約（以下「本契約」という。）を締結しました。本買収は平成29年３月末頃に完了する見込みであり、クロー

ジング時にはＤＸアンテナは当社の子会社となる予定です。しかしながら、現時点で見込んでいる日程で本買収

を完了できる保証はなく、また、本買収自体を完了できない可能性があります。また、当社株式の現在の市場価

格が、本買収が完了するという前提を反映している範囲内において、当社の普通株式の株価が大きく変動する可

能性があります。

 

②　進行中のＤＸアンテナの買収後のリスク

　本買収が完了した場合、ＤＸアンテナの事業の当社グループの事業運営への統合は複雑かつ多大な時間を要す

るプロセスになることが予想され、成功しない可能性があります。また、たとえ当社がこれらの事業を当社グ

ループの事業運営に統合させることに成功したとしても、当社が予測された利益を実現できる保証はありませ

ん。本買収によるその他の潜在的なリスクには以下のものが含まれます。

・本契約締結時点において未認識の債務を本買収により承継する可能性及び承継した債務が過小評価されている

可能性

・ＤＸアンテナの事業運営の中核となる優れた技術者を雇用できなくなる可能性及びその雇用を維持できなくな

る可能性

・本買収により想定しているシナジー又はその他の期待する利益を実現できない可能性

 

③　ＤＸアンテナの事業に関するリスク

　ＤＸアンテナの現在の事業は、様々なリスクによって影響を受けます。ＤＸアンテナの事業に影響を与えうる

リスクには以下のものが含まれます。

・ＤＸアンテナが事業展開している通信の分野における経済、市場環境の変化、技術革新等の外的な要因が、Ｄ

Ｘアンテナの経営成績に大きな変動を及ぼす可能性

・ＤＸアンテナが事業展開している市場における競争の更なる激化や長期化が、ＤＸアンテナの業績に影響を及

ぼす可能性

・為替レートの変動が、ＤＸアンテナの業績に影響を及ぼす可能性

・大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥が、ＤＸアンテナの業績及び財務状況に悪影

響を及ぼす可能性

・ＤＸアンテナが自己の有する知的財産権を適切に管理できないことが、ＤＸアンテナの市場における競争力を

弱める可能性

・自然災害等の発生が、ＤＸアンテナの生産拠点に操業停止等の重大な影響を及ぼす可能性

・ＤＸアンテナが現在コスト削減のために進めている生産拠点の海外への移管が想定どおり進まないことが、Ｄ

Ｘアンテナの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性。また、仮に当該生産拠点の海外への移管が想定どお

り進んだとしても、コスト削減が想定どおり進まないことが、ＤＸアンテナの業績及び財務状況に悪影響を及

ぼす可能性
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④　本買収が不成立となった場合の本新株予約権付社債の発行に係る資金使途に関するリスク

　当社は、平成29年２月24日の取締役会において、本新株予約権付社債の発行（以下「本発行」という。）を行

うことを決議し、本発行による手取金については、本買収のための資金に全額を充当することとしています。し

かし、本買収が不成立となった場合には、当社は、本発行による手取金を、本買収に代わる買収のための資金に

充当するよう努めますが、そのような買収を実行できないときには、当該手取金の全部を、当社グループの一層

の事業拡大、収益力の向上に向けて今後想定されるＭ＆Ａ資金の待機資金として時期や相手先が決まり次第充当

する予定です。従って、本買収が不成立となった場合には、当社は、当該手取金の使途に対して広範な裁量を有

することになり、その使途によっては、当社の株主価値の増加又は維持に寄与しない可能性があります。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
エレコム株式会社　本店

（大阪市中央区伏見町四丁目１番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

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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