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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】
 

銘柄 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)

記名・無記名の別 無記名式とし、新株予約権付社債券を発行しない。

券面総額又は振替社債の総額(円) 1,200,000,000

各社債の金額(円) 50,000,000の１種

発行価額の総額(円) 1,200,000,000

発行価格(円)
額面100円につき金100円

ただし、本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないものとする。

発行価額(円)
社債の払込金額：金12億円(本社債の金額100円につき金100円)

新株予約権の払込金額：無償

利率(％) 本社債には利息を付さない。

利払日 該当事項なし。

利息支払の方法 該当事項なし。

償還期限 平成35年３月26日
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１ 満期償還

本社債の元金は、平成35年３月26日(以下「償還期限」という。)に、未償

還の本社債の全部を額面100円につき金100円で償還する。ただし、繰上償還

に関しては下記第２項に定めるところに、買入消却に関しては下記第３項に

定めるところによる。

 
２ 繰上償還

（１）組織再編行為による繰上償還

(イ) 組織再編行為（本号（ロ）に定義する。）が当社の株主総会で承

認された場合（株主総会の承認を要しない場合は、取締役会で承認

した場合又は会社法に従いその他の機関が決定した場合）におい

て、当社が、本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」

という。）に対し、承継会社等（本号（ハ）に定義する。）が当該

組織再編行為の効力発生日において日本の金融商品取引所における

上場会社であることを理由の如何を問わず想定していない旨を記載

し、当社の代表者が署名した証明書を交付したときは、当社は、本

社債権者に対して30日前までに通知したうえで、当該通知において

指定した償還日（当該組織再編行為の効力発生日又はそれ以前の日

とする。ただし、当該組織再編行為の効力発生日が当該組織再編行

為にかかる承認又は決定の日（以下「組織再編行為承認日」とい

う。）から30日以内に到来する場合には、当該通知を行った日から

30日目以降の日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不

可）を、各本社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。

（ロ）「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、吸収分割又

は新設分割（承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受

け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に

限る。）、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換又は株

式移転、及びその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続

により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられる

こととなるものを総称していう。

（ハ）「承継会社等」とは、次の①乃至⑥に定める株式会社を総称して

いう。

① 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。） 吸収合併存

続株式会社又は新設合併設立株式会社

② 吸収分割 吸収分割承継株式会社

③ 新設分割 新設分割設立株式会社

④ 株式交換 株式交換完全親株式会社

⑤ 株式移転 株式移転設立完全親株式会社

⑥ 上記①乃至⑤以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基

づく当社の義務を引き受ける株式会社

(ニ）当社は、本号（イ）に定める通知を行った後は、当該通知に係る

繰上償還を取消すことはできない。

 
（２）上場廃止等による繰上償還

（イ）①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、②当社が当該公開買付けに賛同する意見を表

明し、③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
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償還の方法 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（ただし、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④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（ただし、当該公開

買付けに係る公開買付期間の末日において当該公開買付けが成立し

た場合に限る。）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日以内に本新株予約権付社債権者に対して通知した

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、各本社債の金額100円につ

き金100円で繰上償還する。

（ロ）本号（イ）にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買

付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の

意向を当該公開買付けに係る公開買付期間の末日までに公表した

場合には、本号（イ）の規定は適用されない。この場合におい

て、当該取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編

行為承認日が到到しなかったときは、当社は、かかる60日間の末

日から15日以内に本社債権者に対して通知したうえで、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、各本社債の金額100円につき金100円

で繰上償還する。

 
 (３)200％コールオプション条項による繰上償還

当社は、平成29年３月27日以降、当会社普通株式の株式会社東京証券取

引所(以下「東京証券取引所」という。)における終値が１取引日において

当初転換価額の200％を超過した場合、本社債権者に対して、当該取引日

から30日以内に、償還日(以下「コールオプション条項繰上償還日」とい

う。)を指定して繰上償還を通知(以下「コールオプション条項繰上償還通

知」という。)することによって、残存する本社債の全部又は一部を本社

債の金額100円につき金100円にて繰上償還できるものとする。ただし、こ

の場合、コールオプション条項繰上償還日の２週間前までに本社債権者に

対しコールオプション条項繰上償還通知をするものとする。なお、本社債

の一部取得する場合、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的

な方法による。

 
３ 買入消却

(１) 当社は、本社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる

価格でも買入れることができる。

(２) 当社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、

その選択により、当該本新株予約権付社債にかかる本社債を消却するこ

とができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債にかかる本新株

予約権は消滅する。

 
４ 償還元金の支払場所

三菱東京UFJ銀行 大阪営業部
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なお、本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀

行営業日にこれを繰り上げる。

 
５ 本社債の償還については、本項のほか別記「(注)４劣後特約」に定める劣

後特約に従う。

募集の方法

第三者割当の方法により、次の者に割り当てる。

株式会社アスラポート・ダイニング

1,200,000,000円

申込証拠金(円) 該当事項なし。

申込期間 平成29年３月27日

申込取扱場所
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 大阪本社

(大阪府大阪市北区錦町４番82号)

払込期日 平成29年３月27日

振替機関 該当事項なし。

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) 該当事項なし。

財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし。
 

(注) １．新規発行新株予約権付社債(第１回無担保転換社債型新株予約権付社債)に関して、当該新株予約権付社債を

以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約

権」という。

２．本新株予約権付社債券の発行(以下「本件第三者割当増資」という。)については、平成29年３月10日開催の

取締役会決議によるものである。

３．社債管理者の不設置

   本新株予約権付社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理権者は設置されな

い。

４．劣後特約

(１) 当社につき清算手続（会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。以下同じ。）が開始され

る場合、破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定がある場合、又は日本法によら

ない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われ

る場合には、本社債の償還及び利息の支払は、以下の規定に従って行われる。

（イ）清算の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について清算手続が開始さ

れ、かつ清算手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就

したときに発生する。

（停止条件）

 当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有

する当社の債権者が保有する債権のうち、本社債に基づく債権及び本号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ

又はこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本号（イ）、（ニ）又は（ホ）を除き本項と実質的に

同じ条件を付された債権は、本号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除

く全ての債権が、会社法の規定に基づき、その債権額について全額支払われ、又はその他の方法で全額の

満足を受けたこと。

（ロ）破産の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の

決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下

の条件が成就したときに発生する。

（停止条件）
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 その破産手続の最後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの。）に記載された配当に

加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ又はこれに劣後

する条件を付された債権（ただし、本号（イ）、（ニ）又は（ホ）を除き本項と実質的に同じ条件を付

された債権は、本号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く全ての債

権（破産法に規定する劣後的破産債権を含む。）が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令に

よって認められる全ての配当によって、その債権額につき全額の満足（配当、供託を含む。）を受けた

こと。

（ハ）会社更生の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手

続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の

効力は、以下の条件が成就したときに発生する。

（停止条件）

 当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債

に基づく債権及び本号(イ)乃至（ホ）と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権（ただ

し、本号（イ）、（ニ）又は（ホ）を除き本項と実質的に同じ条件を付された債権は、本号（イ）乃至

（ホ）と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く全ての債権が、その確定した債権額につ

いて全額の弁済を受けたこと。

（ニ）民事再生の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手

続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の

効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、民事再生手続開始の決定がなされた後、簡易

再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、

再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復する。

（停止条件）

 当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本社債

に基づく債権及び本号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権（ただ

し、本号（イ）、（ニ）又は（ホ）を除き本項と実質的に同じ条件を付された債権は、本号（イ）乃至

（ホ）と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く全ての債権が、その確定した債権額につ

いて全額の弁済を受けたこと。

（ホ）日本法以外による清算手続又は倒産手続の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前にお

いて、当社について、日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれら

に準ずる手続が外国において本号（イ）乃至（ニ）に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支

払請求権の効力は、その手続において本号（イ）乃至（ニ）に記載の停止条件に準ずる条件が成就した

ときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上かかる条件を付すことが認められない場

合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。

(２) 上位債権者に対する不利益変更の禁止

本要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはなら

ず、そのような変更の合意は、いかなる意味においても、また、いかなる者に対しても効力を生じない。な

お、本要項において、「上位債権者」とは、当社に対し、本社債に基づく債権及び本項第(１)号（イ）乃至

（ホ）と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本項第(１)号（イ）、（ニ）又は

（ホ）を除き本項と実質的に同じ条件を付された債権は、本項第(１)号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ条

件を付された債権とみなす。）を除く債権を有する全ての者をいう。

(３) 劣後特約に反する支払の禁止

本項第(１)号（イ）乃至（ホ）に定める場合（ただし、同号（ニ）に定める場合にあっては、同号（ニ）た

だし書に定めるときを除く。）において、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本項第(１号

（イ）乃至（ホ）に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部又は一部が社債権者に対して

支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。

(４) 相殺禁止

本項第(１)号（イ）乃至（ホ）に定める場合（ただし、同号（ニ）に定める場合にあっては、同号（ニ）た

だし書に定めるときを除く。）には、本項第(１)号（イ）乃至（ホ）にそれぞれ規定されている条件が成就

しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
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(５) 無担保特約

本社債は無担保とし、当社は、形態の如何にかかわらず、本社債のために担保権を設定することはできな

い。

５．本新株予約権付社債の社債権者に対する通知の方法

本新株予約権付社債の社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。ただし、

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書面により通知する方法によることがで

きる。

６. 社債権者集会

(１) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも２週間前までに本社債

の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告又は通知する。

(２) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(３) 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以上にあたる本社債を有する本社債権者

は、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当社に提出して、社債権者集会の招

集を請求することができる。

７．期限の利益喪失に関する特約

   本新株予約権付社債は期限の利益喪失に関する特約を付さない。
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(新株予約権付社債に関する事項）

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における標準となる株式

である。

新株予約権の目的となる株式の数

31,578,947株

本新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する

当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交

付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権にかか

る本社債のうち残存金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得

られる最大整数とする。ただし、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、

現金による調整は行わない。

新株予約権の行使時の払込金額

１ 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又は算定方法

（１）各本新株予約権１個の行使に際し、当該各本新株予約権が付された各本

社債を出資するものとする。

（２）各本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債

の金額と同額とする。

２ 転換価額

（１）各本新株予約権の行使により交付する当社の普通株式の数を算定するに

当たり用いられる価額（以下「転換価額」という。）は、38円とする。な

お、転換価額は本項（２）乃至（６）に定めるところに従い調整されること

がある。

（２）転換価額の調整

当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項（３）に掲げる各事由により当

社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場

合は、次に定める算式（以下、「時価下発行による転換価額調整式」とい

う。）により転換価額を調整する。

 
 
調整後
転換価額

 
 
＝

 
 
調整前
転換価額

 
 
×

 
既発行

普通株式数

 
＋

交付
株式数

×
１株あたり
の払込金額

１株あたりの時価

既発行普通株式数 ＋ 交付株式数
 

（３）時価下発行による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額

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。

(ⅰ)時価（本項（４）(ⅱ)に定義される。）を下回る払込金額をもってそ

の発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を

引き受ける者の募集をする場合（ただし、下記(ⅱ)の場合、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、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、

当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当

該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)普通株式の株式分割又は無償割当をする場合

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する

株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の

翌日以降これを適用する。
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(ⅲ)時価を下回る価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。）を発行する場合、又は時価を下回る

価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利を発行する場合

調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は

権利（以下、「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で

取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして時価下発行

による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付

株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集におい

て株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主

を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その効力発生日）の

翌日以降これを適用する。

 

(ⅳ)上記(ⅰ)乃至(ⅲ)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(ⅰ)乃至(ⅲ)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。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、当社

普通株式を交付する。この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、現金による調整は行わない。

 

 
交付
普通
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

た普通株式数

調整後転換価額
 

 

（４）(ⅰ)時価下発行による転換価額調整式及び特別配当による転換価額調整

式（以下、「転換価額調整式」と総称する。）の計算については、円位未満

小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

 

(ⅱ)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に

先立つ45取引日目に始まる30取引日（当社普通株式に関し終値のない日

数を除く。）の当社普通株式終値の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２

位を切り捨てる。

 

(ⅲ)時価下発行による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募

集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利

を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後

の転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式

数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数と

する。

 

(ⅳ)時価下発行による転換価額調整式により算出された転換価額と調整前

転換価額との差額が１円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わ

ないこととする。ただし、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この差額を差引いた額を使用するものとす

る。

 
（５）本項（３）の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場

合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。

 
(ⅰ)株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために転換価

額の調整を必要とするとき。
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(ⅱ)その他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。

 
(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に

基づく調整後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。

 

（６）本項(３)乃至（５）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ならびにその事由、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付社債権者に通知

する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないとき

は、適用の日以降すみやかにこれを行う。

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1,200,000,000円

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 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとする。

２ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金

の額は、上記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資

本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間
平成29年３月27日～平成35年３月26日まで（ただし、行使期間最終日が銀行営業

日でない場合にはその前銀行営業日まで）

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

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 大阪本社

管理本部 総務・市場部

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の取得の事由及び

取得の条件
取得の事由及び取得の条件は定めない。

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。

また、本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するもの

とする。

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、その払込金額と同額とする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の

直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対

して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場

合につき、承継会社等の新株予約権で、次の(１)乃至(１０)の内容のもの（以

下、「承継新株予約権」という。）を交付させるものとする。この場合、組織再

編の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債にかかる債務は承継会

社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権所持人

となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について

準用する。

(１) 交付される承継会社等の新株予約権の数

 当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社

債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。

(２) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(３) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数

 承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式

の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定する

ほか、以下に従う。なお、転換価額は別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第２項（２）乃至（６）と同様の調整に服する。

 

① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生

日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行

為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当

社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の

普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行

為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付さ

れるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株

式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せ

て受領できるようにする。

 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直

後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効

力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所

持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるよ

うに、転換価額を定める。

 

(４) 承継会社等の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

価額又はその算定方法

 承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するも

のとし、承継会社等の新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価

額は、各本社債の金額と同額とする。

 

(５) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

 当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した

日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」に定める本新株

予約権の行使期間の満了日までとする。

 
(６) 承継会社等の新株予約権の行使の条件

 別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。

 
(７) 承継会社等の新株予約権の取得条項

 定めない。
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(８) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加

する資本金及び資本準備金に関する事項

 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加

する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

 
(９) 組織再編行為が生じた場合

 本項に準じて決定する。

 

(10) その他

 承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等

の普通株式の数につき、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

て、現金による調整は行わない（承継会社等が単元株制度を採用している

場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生

する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたも

のとして現金により精算し、１株未満の端数はこれを切り捨てる。）。ま

た、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持

人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができない

ものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合

には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の

新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債

所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとす

る。
 

（注）１ 本社債に付された本新株予約権の数

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計24個の本新株予約権を発行する。

     ２ 本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付社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使する本新株予

約権にかかる本新株予約権付社債を表示し、新株予約権を行使する年月日等を記載してこれに記名捺

印し、行使する本新株予約権にかかる本社債の保有者である旨を証明する書面を社債原簿管理人に提

出し、社債原簿管理人による確認を受けた上、行使請求期間中に行使請求受付場所に提出しなければ

ならない。

(２)  行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類が到達した後、本新株予約権者は、これを撤回する

ことができない。

     ３ 本新株予約権の行使請求の効力発生時期

行使請求の効力は、行使に要する書類が行使請求受付場所に到達した日に発生する。本新株予約権の行使

の効力が発生したときは、当該本新株予約権にかかる本社債について弁済期が到来するものとする。

     ４ 株式の交付方法

当社は、行使の効力発生後、当該行使にかかる本新株予約権付社債権者に対し、当該本新株予約権付社債

権者が指定する振替機関又は口座管理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する。
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２ 【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。

 

３ 【新規発行による手取金の使途】

(１) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

1,200,000,000 5,000,000 1,195,000,000
 

(注) １．払込金額の総額は、本新株予約権付社債の社債総額です。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等が含まれておりません。

３．発行諸費用の概算額は、登記費用190,000円、弁護士費用2,500,000円、価値算定費用1,800,000円、有価証

券届出書等の書類作成費用390,000円、新株予約権発行費用120,000円の合計額です。

 

(２) 【手取金の使途】

 

具体的な使途 金額(円) 支出予定時期

Ｍ＆Ａ資金 1,195,000,000 平成29年３月～平成29年12月
 

(注) １．調達資金を実際に支出するまでは、当社銀行口座にて適切に資金管理を図ります。

２．本新株予約権付社債の発行による差引手取概算額1,195,000,000円については、当社グループの経営基盤の

構築や事業規模の拡大を加速させるために、当社グループとしてのＭ＆Ａ資金(具体的には、平成29年４月

１日までに酒造会社２社を予定。両社とも３億円程度の売上規模であり、Ｍ＆Ａ資金として１社あたり４

億円程度、合計８億円程度（第三者の算定機関にＤＣＦ法による価値算定書（ファイナルドラフト）を平

成29年３月９日に取得し、現在、当事者間にて最終協議中）の案件)に充当いたします。また、残額約４億

円は、酒類事業の拡大のため、平成29年12月までに上記の酒造会社とは別会社のＭ＆Ａを行う方針で検討

を開始している案件に充当を予定しております。今回の資金調達額で上記のＭ＆Ａ資金として不足した場

合は、当社の自己資金で賄う予定です。今回の資金調達額に余剰が生じた場合及び上記のＭ＆Ａ案件が成

約にいたらなかった場合は、資金使途の変更など必要に応じて速やかに開示いたします。

   なお、当社が平成29年７月に実施した第三者割当増資による調達資金については、当社子会社である盛田

株式会社の製品の主原料である大豆及び小麦の調達に、既に全額を充当済みであり、残金はございませ

ん。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】
　

ａ．割当予定先

の概要

名称

　

株式会社アスラポート・ダイニング

 (英文名：Asrapport Dining Co., Ltd.)

本店所在地 東京都品川区西五反田一丁目３番８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10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30日 関東財務局長に提出

 
四半期報告書

第11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15日 関東財務局長に提出

 
四半期報告書

第11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29年11月14日 関東財務局長に提出

 
四半期報告書

第11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13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

 

割当予定先は提出者の14,287,000株(発行済株式総数に対する割合

10.43％（平成28年９月30日現在の株主名簿に、平成29年３月１日を効

力発生日とする株式交換による交付株数を加えて算出した場合））を

保有しております。

人事関係

　

　

　

提出者の代表取締役社長の檜垣周作が割当予定先の代表取締役会長を

兼任しております。また、提出者の取締役(監査等委員)の中村敏夫が

割当予定先の代表取締役社長を兼任しております。その他、当社の代

表取締役社長の檜垣周作が割当予定先の大株主であるHSIグローバル株

式会社と、その大株主である阪神酒販株式会社の代表取締役社長を兼

任しております。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係

　

提出者と割当予定先は平成27年６月12日に業務資本提携契約を締結し

ております。また、提出者と割当予定先は事務所の賃貸借取引があり

ます。
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ｃ．割当予定先の選定理由

(１) 資金調達の主な目的、背景

当社グループは、当社と連結子会社10社及び持分法適用関連会社３社で構成されております。具体的には、当

社は、グループ管理を行っており、盛田株式会社、株式会社老田酒造店等は、醤油・調味料、清酒、漬物及び飲

料等を製造・販売し、株式会社アルカンは、主にヨーロッパ等からフランス料理等の食材やワイン等を輸入・販

売し、東洋商事株式会社は、国内で食品、酒類及び資材等を取り扱う総合卸売業をしております。

 当社グループは、中期経営計画（平成28年９月期～平成30年９月期）で「事業戦略」「人材戦略」「財務戦

略」の３つの戦略を掲げ、総合食品アライアンス企業として外部提携・Ｍ＆Ａも推進しつつ、消費者ニーズに

あった商品を開拓・開発・アピールすることで、業界での存在感を確立させ事業基盤を強化するとともに収益性

の向上を図っております。一方、株式会社アスラポート・ダイニング（以下「アスラポート・ダイニング」とい

います。）は、焼肉、居酒屋等の外食フランチャイズを中心に全国で716店舗（平成29年１月31日現在）を展開し

ており、平成25年度より新たに「食のバリューチェーンを構築する」という目標を掲げ外食（販売）事業から流

通及び生産事業への進出を果たし、多層的な付加価値を生み出すビジネスモデルの構築に取り組んでおります。

そして、その目標を達成するための４つの戦略「既存ブランドの競争力強化と成長」「ブランド・ポートフォリ

オの多様化」「海外市場への進出」「食品生産事業と六次産業化への取り組み」を掲げ、更なる成長を目指して

おります。

当社とアスラポート・ダイニングとは、平成27年６月12日に業務資本提携契約を締結し、国内における両社グ

ループの事業基盤を活用した販路の拡大及び営業力の強化、両社グループの食品製造機能を活用したＰＢ商品及

びオリジナル商品の共同開発、海外事業のための輸出入及び現地での展開に関する協業等を図っております。ま

た、平成28年２月にアスラポート・ダイニングの代表取締役会長である檜垣周作が当社代表取締役社長に就任し

たことにより、両社グループシナジーの追求を推進しております。更に平成28年７月にアスラポート・ダイニン

グを割当先とした第三者割当増資(総額200,025,000円)を行い、同社は当社の主要株主となりました。

当社は、今後、当社グループの経営基盤の構築や事業規模の拡大を加速させるためには、アスラポートグルー

プを含む外部企業との業務提携やＭ＆Ａを推進していくことが有力な選択肢であると考えており、複数の相手先

を検討してまいりました。その中で、現時点においては具体的な相手先は公表出来ないものの、まずは平成29年

３月下旬から４月１日のクロージングを目途に当社グループの酒類事業の拡大及びシナジー効果並びに海外への

展開が期待出来る企業(酒造会社２社を予定。両社とも３億円程度の売上規模)のＭ＆Ａを当社グループにおいて

行う予定です。また、平成29年12月を目途に、上記の酒造会社２社とは別会社のＭ＆Ａを行う方針で検討を開始

しているところです。

 
(２) 割当予定先を選定した理由

当社は、今回の資金調達に際しては、上記のＭ＆Ａ案件の進捗状況やクロージング日に併せた資金調達が必要

である一方で、株主の皆様に配慮し、即時に株式の希薄化を生じさせることは避けるべきであるとの考えに基づ

き、最適な資金調達方法を検討いたしました。①金融機関からの借入や第三者割当を含む普通社債の発行につい

ては、機動的な資金調達ではあるものの、財務基盤の強化が図れないこと。②公募や第三者割当による増資（新

株発行）については、財務基盤の強化や機動的な調達はできるものの、即時の希薄化は、前述の通り既存株主の

皆様にとって望ましくないこと。③新株予約権（行使価額修正条項付を含む）の発行については、即時の希薄化

の懸念は防げるものの、機動的な資金調達が図れないこと。④行使価額修正条項付新株予約権付社債の発行につ

いては、機動的な資金調達は図れるものの、大幅な希薄化の可能性が否定できないこと。⑤優先株式の発行は財

務基盤の強化はできるものの、定款変更等の諸手続きのため、資金調達の機動性に欠けること。そして、⑥本新

株予約権付社債については、当社から上記Ｍ＆Ａの資金面について相談したところアスラポート・ダイニングよ

り平成29年２月に提案があり、株式希薄化が一気に進む懸念が緩和されると同時に、転換社債型新株予約権付社

債が株式に転換された場合には、当社の債務が減少し財務基盤の強化が図れるメリットがあるため、当社で上記

①～⑤と合わせ検討を進めた結果、本新株予約権付社債を採用するのが最善の策であると判断いたしました（な

お、本新株予約権付社債には、「第１ 募集要項」の「１ 新規発行新株予約権付社債 注４」記載のとおり劣

後特約を付しております）。また、本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力

発生が条件となるため、Ｍ＆Ａ案件のクロージング予定日よりも先に発行の決議をいたしました。

 当社の事業戦略及び財務戦略につきましては、業務資本提携先であるアスラポート・ダイニングも賛同してお

り、今後、両社グループシナジーを追求していく中で、当社の事業戦略や財務戦略に賛同していただいているア

スラポート・ダイニングとの関係性をより一層強化することが重要と判断し、同社を割当予定先といたしまし

た。
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ｄ．割り当てようとする株式の数

割当予定先であるアスラポート・ダイニングに割り当てる本新株予約権付社債の目的となる株式は当社普通株式

31,578,947株であります。

 
ｅ．株券等の保有方針

当社は割当予定先であるアスラポート・ダイニングから、本新株予約権付社債の取得後、これに付された新株予

約権を行使して株式を取得する意向であると伺っております。また、取得した株式については、継続保有する方針

であると伺っており、当社と割当予定先との契約において割当予定先が長期保有する意思を有していることを表明

保証しております。

 
ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先であるアスラポート・ダイニングが平成29年２月10日付で公表した平成29年３月期第３四半

期決算短信に含まれる財務諸表の中で、平成28年12月31日現在の現金及び現金同等物は5,458百万円（連結）と確認

しており、また、割当予定先より自己資金で充当可能であると伺っている（平成28年６月30日付提出の有価証券報

告書にて、アスラポート・ダイニング単体の現金及び預金の記載が2,009百万円あることを確認）ため、払込み及び

本新株予約権の行使に要する財産の存在について確実なものと判断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

割当予定先であるアスラポート・ダイニングは株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場しており、会社の履

歴、役員、主要株主等について有価証券報告書等の法定開示書類において公表しております。これらに加え、アス

ラポート・ダイニングは、株式会社東京証券取引所に提出している「コーポレート・ガバナンス報告書」の中で、

反社会的勢力との関係を一切遮断する旨の宣言をしております。

以上から、当社は、割当予定先であるアスラポート・ダイニング、その役員及び主要株主が反社会的勢力とは一

切関係がないものと判断しております。
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２ 【株券等の譲渡制限】

割当予定先が、本新株予約権付社債を第三者に譲渡又は担保提供する場合には、当社取締役会の決議による当社の

承認を要する旨の制限が付されております。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(１) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

当社は、本新株予約権付社債の発行価額の算定に際しては、公平性を期すため、独立した第三者機関である株式

会社プルータス・コンサルティング(以下「第三者算定機関」といいます。)に依頼し、本新株予約権付社債に関す

る評価報告書を取得しております。第三者算定機関は、一定の前提(権利行使期間、転換価額、権利行使価格、当社

株式の株価、ボラティリティ（46.16%）、配当率（０％）及び無リスク利子率（-0.102％）等）をおいておりま

す。当社の行動としては、基本的に割当予定先の転換を待つものとし、取得条項（コール・オプション）について

は、２年後以降株価が転換価額の200％以上になった場合、残存する本新株予約権付社債を取得するものと想定して

おります。一方、割当予定先の行動としては、株価が転換価額を上回っている場合、随時普通株式への転換を行

い、取得した株式を市場において売却するものとし、１日に売却する株式数を１日当たり平均売買出来高の約10％

と想定しております。その上で、一般的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーション

を用いて、本新株予約権付社債の公正価値を総額1,186百万円と算定しており、その上で、本新株予約権付社債の発

行によって当社が得ることができる経済的利益(本新株予約権の実質対価)は本新株予約権の公正価値を下回ってい

ないことを確認しております。当社は、上記に加え、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

上、本新株予約権付社債の発行及び払込金額を決定しており、当社としては、本新株予約権付社債の発行条件は公

正な水準であると判断しています。

 本新株予約権の転換価額38円は平成29年３月９日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値に7.3％

をディスカウントした値となります。

 転換価額の決定にあたっては、当社の代表取締役社長である檜垣周作が割当予定先であるアスラポート・ダイニ

ングの代表取締役会長を兼任していることもあり、当社取締役会としては、当社の株主の利益に最大限配慮するよ

う、慎重に検討を行いました。当社は、割当予定先と本新株予約権付社債の条件について慎重に議論を重ね、当社

の毎年の金利負担を軽減すべく本新株予約権付社債の利率を0％とすることを提案いたしました。これに対し、割当

予定先からは、当該金利水準を許容する代わりとして、新株予約権の転換価額に一定のディスカウントを設定する

旨の要望を受けました。当社は、割当予定先から受けたディスカウント要望に対し、当社の業績動向、財務状況、

株価動向、株式の希薄化の影響等を慎重に検討しつつも、既存株主の利益に配慮すべく、ディスカウント幅を最小

限にするよう交渉を重ねました。そして、今回の資金調達を行い割当予定先との関係を強化することは今後の当社

グループの中長期的な業績拡大に寄与すると考えた結果、転換価額に7.3％のディスカウントを受け入れた上で本新

株予約権付社債を発行することといたしました。12億円という調達規模に関しても、当社グループで予定している

Ｍ＆Ａの資金面について当社からアスラポート・ダイニングに相談し、両社で協議した上で最終的に金額を決定い

たしました。

 また、当社監査等委員である取締役４名（会社法上の社外取締役４名）で構成される当社監査等委員会は、本新

株予約権付社債に関する公正価値の算定結果及び価値算定に影響を与える様々な諸条件等を考慮し、外部専門家た

る第三者算定機関から取得した評価報告書を確認した上で、本新株予約権付社債の発行の実質的な対価（額面100円

につき100円）は同公正価値を下回っていないことから、平成29年３月10日付で本新株予約権付社債の発行条件は割

当予定先に特に有利ではなく、適法である旨の意見を表明しております。なお、監査等委員である取締役の中で、

アスラポート・ダイニングの代表取締役社長を兼任しております中村敏夫は利害関係人であるため、意見表明には

参加しておりません。

　

(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

本新株予約権の全てが転換価額で行使された場合における交付株式総数は31,578,947株（議決権31,578個相当）

であり、募集事項の決定前における当社発行済株式総数136,925,670株（総議決権数136,787個）に対して23.06％

（当社総議決権個数に対して23.08％）の希薄化が生じるものと認識しております。

 しかしながら、本新株予約権付社債の発行で得た資金により、今後の成長基盤を確立するためのＭ＆Ａの実行が

可能となり、中長期的な企業価値の向上が図れることから、本新株予約権付社債の発行は株主価値の向上に資する

合理的なものであると考えております。

 また、本新株予約権の全てが転換価額で行使された場合における交付株式総数は31,578,947株に対して、割当予
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定先は、①継続保有する方針であること、②当社株式の過去３ヶ月間における１日当たりの平均出来高は

23,659,115株であることから、本新株予約権の行使により発行される株式数は市場に過度の影響を与える規模では

ないものと考えております。これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

 
４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

 
該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

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

(千株)

割当後の

総議決権数に

対する所有

議決権数の

割合(％)

株式会社

アスラポート・ダイニング

東京都品川区西五反田１－

３－８
14,287 10.44 45,865 27.24

株式会社田中文悟商店
神奈川県横浜市金沢区東朝

比奈１－61－１－602
14,634 10.69 14,634 8.69

株式会社

ファミリーショップワタヤ

福島県双葉郡双葉町大字

新山字北広町９
5,555 4.06 5,555 3.29

山海関株式会社

東京都港区麻布十番１－４

－８　マドモアゼルビル２

Ｆ

3,332 2.43 3,332 1.97

富春 勇 広島県広島市西区 2,680 1.95 2,680 1.59

株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本木

１－６－１
1,818 1.32 1,818 1.07

敷島製パン株式会社
愛知県名古屋市東区白壁

５－３
1,677 1.22 1,677 0.99

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR

BNY GCM CLIENT ACCOUNTS

M LSCB RD

（常任代理人㈱三菱東京

UFJ銀行）

１ CHURCH PLACE, LONDON,

E14 ５HP UK

（東京都千代田区丸の内２

－７－１）

1,638 1.19 1,638 0.97

後神 秀継 東京都目黒区 1,550 1.13 1,550 0.92

盛田アセットマネジメント

株式会社

愛知県名古屋市中区栄

１－７－34
1,530 1.11 1,530 0.90

計 ― 48,701 35.60 80,279 47.68
 

(注) １．平成28年９月30日現在の株主名簿に、平成29年３月１日を効力発生日とする株式交換による交付株数を加え

て算出しております。

２．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成28年９月30日現在の当社

の発行済株式総数122,291,520株(総議決権数122,153個)及び平成29年３月１日効力発生日の株式交換により

交付株数14,634,150株（議決権数14,634個）に、本件第三者割当増資により発行される31,578,947株(議決

権数31,578個)を加えて算出しております。

３．小数点以下第３位を切り捨てして算出しております。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

 
該当事項はありません。

 
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。
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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。
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第三部 【追完情報】

 

１．事業等のリスクについて

 後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）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３

月10日）までの間において、変更及び追加はありません。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書提出日

（平成29年３月10日）現在においてもその判断に変更はありません。

 

２．臨時報告書の提出について

 当社は、後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第80期事業年度）提出日（平成28年12月22日）以降、

本有価証券届出書提出日（平成29年３月10日）までの間において、以下の臨時報告書を四国財務局長に提出しておりま

す。

 

（平成28年12月27日提出の臨時報告書）

 １ 提出理由

 当社は、平成28年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

 ２ 報告内容

(１) 株主総会が開催された年月日

平成28年12月22日

 
 (２) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

 将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現

行定款第６条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を２億株から４億8,000万株

に増加させる。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、檜垣周作、西澤淳及び田中文悟の３氏を選

任する。

第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

 監査等委員である取締役として、宿利有紀子氏を選任する。

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

並びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

 第１号議案 43,433 6,434 ０ (注)１ 可決 82.82

 第２号議案    (注)２   

   檜垣 周作 45,640 4,232 ０  可決 87.03

   西澤 淳 45,767 4,105 ０  可決 87.27

   田中 文悟 45,775 4,097 ０  可決 87.29

 第３号議案 45,852 4,020 ０ (注)２ 可決 87.44
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

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

議決権の過半数の賛成による。
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(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確

認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

（平成28年12月28日提出の臨時報告書）

 １ 提出理由

 当社は、平成28年12月28日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当

社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予

約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき提出するものであります。

 
　２ 報告内容

　イ 銘柄 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社　2017年度新株予約権

 ロ 新株予約権の内容

（１）発行数

 3,800個（新株予約権１個につき1,000株）

 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式3,800,000株

とし、下記（４）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約

権の数を乗じた数とする。

 
　（２）発行価格

       本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。

 

 （３）発行価額の総額

       未定

 

（４）新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

 本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式1,000株と

する。

 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

 
（５）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）にお

ける株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り

上げ）とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直

近取引日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率
 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移

転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株あたり
払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行

うことができるものとする。

 
（６）新株予約権の行使期間

 平成31年２月１日から平成34年１月31日まで

 
（７）新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
（８）新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

① 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の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 
（９）新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員

645名 3,800個（3,800,000株）

 
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第２項に規定する会社

の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

盛田株式会社         発行会社の完全子会社

株式会社アルカン     同上

株式会社イメックス   同上

加賀の井酒造株式会社 同上

株式会社老田酒造店   同上

中川酒造株式会社     同上
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ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

 
（平成29年２月２日提出の臨時報告書の訂正報告書）

 １ 提出理由

 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２号の２の規定に基づ

き平成28年12月28日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約

権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が平成29年１月26日に、「新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額」が平成29年２月１日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき臨

時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
 ２　訂正事項

　   ２ 報告内容

       ロ 新株予約権の内容

       ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 
　３ 訂正箇所

   訂正箇所は   を付して表示しております。

     ロ 新株予約権の内容

   （１）発行数

       (訂正前)

         3,800個（新株予約権１個につき1,000株）

 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株

式　　　　　　　　3,800,000株とし、下記（４）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合

は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

       (訂正後)

         3,068個（新株予約権１個につき1,000株）

 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式3,068,000

株とし、下記（４）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株

予約権の数を乗じた数とする。

 
   （３）発行価額の総額

       (訂正前)

         未定

       (訂正後)

         無償

　

　（５）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

       (訂正前)

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）に

おける株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は

切り上げ）とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値（取引が成立していない場合はそれに先

立つ直近取引日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

(後略)

       (訂正後)

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。
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         行使価額は、総額138,060,000円（１株あたり45円、新株予約権１個あたり45,000円）とする。

(後略)

 
       (訂正前)

         記載なし。

       (訂正後)

        （10）その他

 発行要項に記載されていない事項は、新株予約権割当契約書に記載の事項によるものとする。また、発

行要項と新株予約権割当契約書に記載の事項が抵触する場合は、新株予約権割当契約書に記載のものを優

先するものとする。

 
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

       (訂正前)　

         当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員

         645名 3,800個（3,800,000株）

       (訂正後)

当社従業員             43名   333個 （333,000株）

当社子会社取締役       10名   142個 （142,000株）

当社子会社従業員      463名 2,593個（2,593,000株）

合計                  516名 3,068個（3,068,000株）

以上

 
（平成29年２月３日提出の臨時報告書の訂正報告書）

 １ 提出理由

 当社は、平成28年12月28日付けで臨時報告書及び平成29年２月２日付けで訂正臨時報告書を提出いたしました

が、ＸＢＲＬデータが一部誤っていましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき臨時報告書及び

訂正臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。なお、併せて修正後のＸＢＲＬ形式のデータ一式を提出いたし

ます。

 
 ２　訂正事項

　   ２ 報告内容

       ロ 新株予約権の内容

 
　３ 訂正箇所

   訂正箇所は   を付して表示しております。

     ロ 新株予約権の内容

   （３）発行価額の総額

       (訂正前)

         無償

       (訂正後)

         138,060,000円

 
   （５）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

       (訂正前)

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、総額138,060,000円（１株あたり45円、新株予約権１個あたり45,000円）とする。

（後略）

(訂正後)

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい
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う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、45円とする。

（後略）

以上

 
（平成29年２月13日提出の臨時報告書）

 １ 提出理由

 当社及び東洋商事株式会社（以下「東洋商事」といいます。）は、平成29年２月７日開催の当社の取締役会及び

東洋商事の株主総会において、当社を株式交換完全親会社とし、東洋商事を株式交換完全子会社とする株式交換

（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」とい

います。）を締結しました。

 このため、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６号の２の

規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 
 ２ 報告内容

 （１）本株式交換の相手会社についての事項

     ①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 東洋商事株式会社

本店の所在地 東京都品川区西五反田一丁目３番８号

代表者の氏名 代表取締役 西澤 淳

資本金の額 10百万円（平成28年７月１日現在）

純資産の額 384百万円（平成28年９月30日現在）

総資産の額 1,481百万円（平成28年９月30日現在）

事業の内容 業務用総合食品卸売業
 

 
     ②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）

事業年度 ― ― 平成28年９月期

売上高 ― ― 1,493

営業利益 ― ― １

経常利益 ― ― １

純利益 ― ― ２
 

（注）東洋商事は平成28年７月１日設立です。また、「②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、

経常利益及び純利益」については、設立第１期（平成28年７月１日から平成28年９月30日）を記載しており

ます。

 
     ③大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の氏名又は名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）

株式会社田中文悟商店 100
 

 
     ④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係
当社の取締役である西澤淳が東洋商事の代表取締役を、また、当社の取締役であ

る田中文悟が東洋商事の取締役を務めております。

取引関係 該当事項はありません。
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 （２）本株式交換の目的

 当社グループは、当社と連結子会社８社及び持分法適用関連会社３社で構成されております。具体的には、当社

は、グループ管理を行っており、盛田株式会社（以下「盛田」といいます。）、株式会社老田酒造店等は、醤油・

調味料、清酒、漬物及び飲料等を製造・販売し、株式会社アルカン（以下「アルカン」といいます。）は、主に

ヨーロッパ等からフランス料理等の食材やワイン等を輸入・販売しております。

 当社グループは、中期経営計画（平成28年９月期～平成30年９月期）で「事業戦略」「人材戦略」「財務戦略」

の３つの戦略を掲げ、総合食品アライアンス企業として外部提携・Ｍ＆Ａも推進しつつ、消費者ニーズにあった商

品を開拓・開発・アピールすることで、業界での存在感を確立させ事業基盤を強化するとともに収益性の向上を

図っております。また、業務資本提携先である株式会社アスラポート・ダイニンググループとの関係性を更に強化

し、両社グループシナジーを追求した運営を行い、新経営体制のもと経営強化を図りグループ戦略・施策を推進す

ることで、安定的な収益基盤の確立及び持続的成長を目指しております。

 東洋商事は、10ヶ所の営業所から自社物流にてそば屋を中心とした独立生業飲食店へ、自社開発のプライベート

ブランド、冷凍食品、チルド食品、乾物、調味料、米、油等の業務用食材、酒類やお箸などの資材に至るまで全て

が揃う業務用総合食品商社業を主業務としております。その他、首都圏を中心にスーパー等の惣菜売り場へ販売計

画の提案から食材の提供、全国外食チェーンへ物流の提案から業務用食材の提供、業務用通信販売にて全国各地の

外食店舗等へ食材提供を行っております（なお、旧東洋商事株式会社は、本業である食品の卸売、配送及び通販事

業部門に経営資源を集中することで会社規模を拡大・発展させる目的で、平成28年７月１日をもって、同部門と投

資部門とに会社分割をいたしました。当社が本株式交換で取得する会社は、同社から新設分割で設立された事業部

門の会社となります）。

 当社は、今後、東洋商事が東北・関東・北陸・関西を中心に全国において保有している物流機能を当社グループ

に取り込むことにより、6,000件以上のお客様へのダイレクトな商品提供、10ヶ所の営業所からの自社物流をはじ

め、全国外食チェーンに対応できる物流網や業務用通信販売で培った宅配網を駆使し、グループ全体としての物流

スケールメリットが追求出来ると考えております。また、同社の顧客である独立生業飲食店、スーパー、惣菜販売

店、全国外食チェーン及び通信販売顧客からの要望を、当社の事業子会社である盛田やアルカンが得られることに

よって、新たな商品開発・提案が可能となり、これまで以上に最終消費者へのサービス向上及びシナジー効果が期

待出来ると考えております。これらの理由により、東洋商事を子会社化することでより成長力の高い企業グループ

になることが可能であると判断したこと、また、同社の株式の取得に際しては、中期経営計画の「財務戦略」とし

て資本増強を掲げており、当社の現時点における財務状況、今後の事業拡大に伴う手元流動性資金確保等の観点か

ら、金銭による取得ではなく株式交換にて完全子会社化することが相当であると判断したことから、本株式交換を

実施することといたしました。

 
 （３）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当の内容、その他の本株式交換契約の内容

     ①本株式交換の方法

 当社を完全親会社、東洋商事を完全子会社とする株式交換となります。本株式交換において、当社は会社法第

796条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を受けずに、東洋商事は平成29年２月７

日開催の臨時株主総会において本株式交換の承認を得た上で、平成29年３月１日を効力発生日として行う予定で

す。

 
     ②本株式交換に係る割当ての内容

会社名
当社

（株式交換完全親会社）

東洋商事

（株式交換完全子会社）

株式交換に係る割当の内容 １ 14,634.15

株式交換により発行する新株式数 普通株式：14,634,150株
 

（注）本株式交換に係る割当の比率

 東洋商事株式１株に対し、当社株式14,634.15株を割当交付いたします。

 
     ③その他株式交換契約の内容

       当社が、東洋商事との間で平成29年２月７日に締結した株式交換契約の内容は、以下のとおりであります。

 
株式交換契約書
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 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社（以下「甲」という。）と東洋商事株式会社（以下「乙」とい

う。）は、次の通り株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。

 
第１条（株式交換）

 甲および乙は、甲が乙の株式交換完全親会社となり、乙が甲の株式交換完全子会社となるため、会社法第７６７条

に定める株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。

 
第２条（効力発生日）

 本株式交換の効力発生日（以下「効力発生日」という。）は、平成２９年３月１日とする。ただし、手続の進行に

応じ必要があるとき、またはやむを得ない事情が生じた場合には、甲乙協議のうえ、これを書面により変更すること

ができる。

 
第３条（株式交換に際して交付する株式）

   甲は、本株式交換に際して１４，６３４，１５０株を発行する。

２．甲は、前項で発行する株式を、乙の株主に対して、その所有する乙の株式１株に対し、甲の株式１４，６３４．１

５株の割合をもって、効力発生日に割当交付する。

３．前項で割当交付を受ける乙の株主は、効力発生日の前日において乙の株主名簿に記載または記録された株主とす

る。

４．甲は、前３項に伴う甲の株主名簿の書換を効力発生日に行うものとする。

５．乙は、株式交換に伴う乙の株主名簿の書換を効力発生日に行うものとする。

 
第４条（増加すべき資本金および準備金の額等）

   本株式交換により増加すべき甲の資本金および準備金の額等に関する事項は、次の通りとする。

（１）増加資本金の額         金０円

（２）増加資本準備金の額     会社計算規則第３９条に定める株主資本等変動額

（３）増加利益準備金の額     金０円

２．前項各号の金額は、甲乙協議のうえ、効力発生日の乙の資産状況を考慮して、変更することができる。

 
第５条（表明保証）

 甲および乙は、互いに相手に対して、自己の株主が別紙株主名簿の通りであり、名義株主および新株予約権者が存

在しないこと、他人名義の株主が存在しないこと、株主に反社会的人物が存在しないことを表明し保証する。

２．甲および乙は、互いに相手に対して、自己が提出した自己の財務諸表の内容が真実かつ適正であることを保証し、

貸借対照表に計上されていない保証債務等、簿外の債務が存在しないことを表明し、保証する。

３．甲および乙は、互いに相手に対して、その従業員に対して未払いの賃料、時間外手当、社会保険料などの労働契約

に関する債務は存在しないことを表明し、保証する。

４．甲および乙は、互いに相手に対して、自己が所有する土地や建物に有害物質による汚染は無いことを表明し、保証

する。

５．甲および乙は、互いに対して、自己が第三者の特許権、実用新案権、商標権、著作権、意匠権等を侵害していない

ことを表明し、保証する。

６．甲および乙は、互いに対して、あらかじめ別紙により明示しているもの以外に、自己が第三者から何らクレームや

訴訟等を受けておらず、その他、自己に帰属する可能性のある重大な偶発債務が存在しないことを表明し、保証す

る。

 
第６条（株式交換承認）

 甲は、平成２９年２月７日に、取締役会を招集し、本株式交換の承認および本株式交換に必要な事項に関する決議

を求め、承認を得る。

２．乙は、平成２９年２月７日に、株主総会を招集し、本株式交換の承認および本株式交換に必要な事項に関する決議

を求め、承認を得る。
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３．株式交換手続進行上の必要性、その他の事由により変更の必要が生じた場合は、甲および乙は協議のうえ、前２項

の開催日を変更することができる。

 
第７条（会社財産の管理等）

 甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意義務をもって、その財産の管

理および業務の運営を行い、その財産および権利義務に重大な影響を及ぼすような事項については、あらかじめ甲乙

協議のうえ、これを行うものとする。

 
第８条（役員とその任期）

   本株式交換により、甲および乙の役員等は変更せず、その任期は、本株式交換により変更されない。

 
第９条（秘密保持）

 甲および乙は、本契約の締結の事実およびその内容を秘密に保持し、第三者に開示または漏洩してはならない。た

だし、株主総会に伴う株主等、本株式交換の手続き上、必要な者への開示を除く。

２．甲または乙による本株式交換に関するプレスリリース、その他外部への公表は、甲乙協議のうえ、日程を決定す

る。

 
第１０条（株式交換条件の変更および株式交換契約の解除）

 甲および乙は、本契約締結の日から効力発生日前日までの間において、天変地異その他双方当事者の責に帰さない

事情により、甲または乙の資産・負債・経営状態などに重大な変更が生じたときは、甲乙協議のうえ、株式交換条件

を変更し、または本契約を解除することができる。

２．前項により変更または解除がなされた場合、甲および乙は互いに損害賠償の請求をしない。ただし、甲または乙の

故意、重過失に起因する場合を除く。

 
第１１条（費用負担）

   本株式交換の手続にかかる費用は、甲乙協議のうえ、負担者を定める。

 
第１２条（本契約の効力）

 本契約は、甲または乙の株式交換承認に関する取締役会または株主総会の承認が得られないとき、または法令に定

められた関係官庁等の許認可がないときは、その効力を失う。

２．前項により解除がなされた場合、甲および乙は互いに損害賠償の請求をしない。ただし、甲または乙の故意、重過

失に起因する場合を除く。

 
第１３条（協議事項）

 本契約に規定するもののほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に基いて、甲乙協議のうえ、これを

決定するものとする。

 
第１４条（合意管轄）

   本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 
本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

 
平成２９年２月７日

 
甲

         香川県小豆郡小豆島町苗羽甲１８５０番地

         ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

         代表取締役 檜垣 周作
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乙

         東京都品川区西五反田１丁目３番８号

         東洋商事株式会社

         代表取締役 西澤 淳

 
 （４）株式交換に係る割当の内容の算定根拠

     ①割当の内容の根拠及び理由

 当社及び東洋商事は、独立した第三者算定機関である中山会計事務所から当社が提出を受けた株式交換比率の

算定結果、並びに当社及び東洋商事の財務の状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえて、当社及び

東洋商事で慎重に協議を重ねた結果、最終的には上記株式交換比率が、中山会計事務所が算定した株式交換比率

の算定結果のレンジ内であり、それぞれの株主の利益に資するものであるとの判断に至り合意しました。なお、

この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、当社及び東洋商事の協議によ

り変更することがあります。

 
     ②算定に関する事項

イ 算定機関の名称及び上場会社との関係

 本株式交換の株式交換比率につきましては、その公平性・妥当性を確保するため、当社は当社及び東洋商事

から独立した第三者算定機関である中山会計事務所に依頼をし、平成29年２月６日付で、株式交換比率に関す

る算定書を取得しました。なお、中山会計事務所は当社及び東洋商事の関連当事者に該当しません。

 
ロ 算定の概要

 独立した第三者評価機関である中山会計事務所は、当社については、東京証券取引所市場第二部に上場して

いることから、市場株価方式（算定基準日を平成29年２月６日とし、算定基準日の終値及び算定基準日から遡

る１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月の各期間の株価終値の単純平均）を算定の基礎としております。

 
採用手法 算定結果（円／株）

市場株価法 39～44
 

 

 独立した第三者評価機関である中山会計事務所は、東洋商事については、その株式は上場されておらず、市場

株価法は使用できないことから、非上場会社であるものの、比較可能な類似上場会社が複数存在し、株式価値

の類推が可能であることから類似会社比較法を、また、企業の将来の事業活動の状況を評価に反映するために

ディスカウント・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」といいます。）をそれぞれ採用し算定を行いました。

いずれの算定方式についても、平成28年11月30日を算定基準日としております。

 東洋商事が策定した５ヶ年(平成29年９月～平成33年９月期)の事業計画のうち、平成29年９月期から平成31

年９月期までの３ヶ年の事業計画を財務予測(DCF法による将来キャッシュ・フローの予測期間)として採用して

おります。今後、各事業部門(直販、デリカ、外食、通販)において、新規開拓等による売上増加や仕入のコス

トダウンを推進することにより、各期の営業利益は、平成29年９月期が32百万円、平成30年９月期が34百万

円、平成31年９月期が52百万円を見込んでおります。

 
採用手法 算定結果（円／株）

類似会社比較法 583,415～819,968

DCF法 562,508～639,558
 

 

 以上の結果、株式交換比率は以下のとおりです。

 
採用手法 株式交換比率

当社 東洋商事  
市場株価法 類似会社比較法 １：13,259.4～21,024.8

市場株価法 DCF法 １：12,784.3～16,398.9
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 中山会計事務所は、株式交換比率の分析に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を

原則そのまま採用し、採用した情報等が、全て正確かつ完全なものであるとことを前提としており、独自にそ

れらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、中山会計事務所が提出した算定結果は、本株式交

換の株式交換比率の公平性・妥当性についての意見を表明するものではありません。

 
（５）本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額及び事業の内容

商号 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

本店の所在地 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1850番地

代表者の氏名 代表取締役 檜垣 周作

資本金の額 37億57百万円

純資産の額
（連結）現時点では確定しておりません。

（単体）現時点では確定しておりません。

総資産の額
（連結）現時点では確定しておりません。

（単体）現時点では確定しておりません。

事業の内容 食品関連企業グループの企画・管理・運営（持株会社）
 

以上
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第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
事業年度

(第80期)

自 平成27年10月１日

至 平成28年９月30日

平成28年12月22日

四国財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

(第81期第１四半期)

自 平成28年10月１日

至 平成28年12月31日

平成29年２月10日

四国財務局長に提出
 

　

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

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

Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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第六部 【特別情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

 

 

平成28年12月22日

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

取締役会 御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   高濱 滋     印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   善塲 秀明   印

 

＜財務諸表監査＞

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

いるジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連

結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

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

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

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

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

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

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

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

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

　

監査意見

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

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社及び連結子会社の平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

　

その他の事項

会社の平成27年９月30日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。

前任監査人は、当該連結財務諸表に対して平成27年12月31日付けで無限定適正意見を表明している。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ジャパン・フード＆リカー・

アライアンス株式会社の平成28年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

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

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

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

る。

　

監査人の責任

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

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

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

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

することを求めている。

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

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

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

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

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

　

監査意見

当監査法人は、ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社が平成28年９月30日現在の財務報告に係る内部統

制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部

統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　

利害関係

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

以上

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

提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
　

 

　

平成28年12月22日

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

取締役会　御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   高濱 滋     印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   善塲 秀明   印

 

　

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

いるジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第80期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属

明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

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

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

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

これに基づき監査を実施することを求めている。

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

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

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

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

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

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

　

監査意見

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

ン・フード＆リカー・アライアンス株式会社の平成28年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

その他の事項

会社の平成27年９月30日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査

人は、当該財務諸表に対して平成27年12月31日付けで無限定適正意見を表明している。

　

利害関係

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

以上

　
 

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

提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成29年２月10日

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

取締役会  御中

　

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  高濱 滋   印
 

　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  善塲 秀明 印
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているジャパン・フー

ド＆リカー・アライアンス株式会社の平成28年10月１日から平成29年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会

計期間(平成28年10月１日から平成28年12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年10月１日から平成28年12月

31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社及び連結子会

社の平成28年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年12月28日開催の取締役会において、会社の従業員並び

に子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29

年１月26日開催の取締役会において割当数を承認し、平成29年２月１日付で付与している。
　
２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成29年２月７日開催の取締役会において、会社の取締役に対

し、募集新株予約権（有償ストック・オプション）を発行することを決議している。
　
３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成29年２月７日開催の取締役会において、会社を完全親会社

とし、東洋商事株式会社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結してい

る。
　
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

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

以上
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(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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