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（第６回新株予約権）  

その他の者に対する割当 25,682,184円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 1,679,459,184円

（注）１．本募集は、平成29年３月15日開催の当社取締役会決議

に基づき、ストックオプションの付与を目的として新

株予約権を発行するものであります。

２．行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金

額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少しま

す。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行わ

れない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した

場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算

した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【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証券（第６回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数

6,485,400個（新株予約権１個につき１株）

上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、発行する新株予

約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって割り当てる新株予約権の総数とす

る。

発行価額の総額 25,682,184円

発行価格 １個あたり3.96円　（注）８

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期日 平成29年４月24日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所 株式会社アスコット　経営管理部　東京都渋谷区神宮前三丁目１番30号

払込期日 平成29年４月24日

割当日 平成29年４月24日

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行　新宿支店　東京都新宿区新宿三丁目17番５号

　（注）１．株式会社アスコット第６回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）は、平成29年３月15日付の当社取

締役会決議によるものであり、平成29年４月19日開催の当社臨時株主総会において承認を受けることを条件

としております。

２．振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株予約権の総数引受契約を

締結し、払込期日までに後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

４．払込期日までに本新株予約権の割当先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当

ては行われないこととなります。

５．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の取締役５名及び平成

29年４月19日に開催予定の当社臨時株主総会において取締役就任予定の羅怡文氏に対して行うものでありま

す。羅怡文氏については、平成29年４月19日に開催予定の当社臨時株主総会において取締役に選任されるこ

とを条件として新株予約権を付与いたします。

６．上記の「発行価額の総額」は、各予約権者の払込金額の総額に係る金額につき小数点以下第１位を四捨五入

して算出しております。

７．本募集の対象となる者の概要は、次のとおりであります。

割当対象者の区分 人数 新株予約権の発行数

当社全取締役 ５名 3,220,300個

羅怡文氏 １名 3,265,100個

合計 ６名 6,485,400個

８．新株予約権の発行価格の算定理由

当該金額は、第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計が発行要項に定められた本新株予約権の行使の条

件（業績条件）を適切に算定結果に反映できる算定手法として、一般的な算定手法のうちモンテカルロ・シ

ミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。
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（２）【新株予約権の内容等】

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、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株式である。なお、

当社は１単元を100株とする単元株制度を採用している。

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は、6,485,400株とする（本新株予約権１個当たりの

目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は１株とする。）。ただし、付与株式

数は、下記（注）１の定めにより調整されることがある。

新株予約権の行使時の払

込金額

本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）に本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数を乗じた金

額とする。

 行使価額は、255円とし、本新株予約権発行後、下記（注）２により調整を受けることがあ

る。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

1,679,459,184円

（注）　下記（注）２により行使価額が調整された場合には、上記株式の払込金額の総額は

増加又は減少する。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合

及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額

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．本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式１株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の払込金額は、行使請求に係る各

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株

予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記

載の株式の数で除した額とする。

 ２．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 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。

新株予約権の行使期間 平成33年１月１日から平成35年12月31日までとする。

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．本新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社アスコット　経営管理部　東京都渋谷区神宮前三丁目１番30号

２．本新株予約権の行使請求の取次場所

 該当事項なし

 ３．本新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 株式会社三井住友銀行　新宿支店　東京都新宿区新宿三丁目17番５号

新株予約権の行使の条件 ①　新株予約権者は、平成32年９月期及び平成33年９月期の各事業年度にかかる当社が提出

した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が事業

計画に掲げる業績目標に準じて設定された連結営業利益の累計額が、次の各号に掲げる

条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合

を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に

基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合に

は、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるも

のとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重

要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

 ａ）平成32年９月期又は平成33年９月期の連結営業利益が20億円以上の場合行使可能割

合：90％

 ｂ）平成32年９月期又は平成33年９月期の連結営業利益が30億円以上の場合行使可能割

合：100％

 ②　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社（財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）

の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年

退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
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 ③　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。

 ④　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授権株式数を

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。

 ⑤　各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

１．当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若

しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画につ

いて株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場

合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無

償で取得することができる。

 ２．新株予約権者が権利行使をする前に、上記３．(6)に定める規定により本新株予約権の

行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社の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 該当事項なし

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、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組

織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対

象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 (2）新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

 (3）新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案の上、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じ

て決定する。

 (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条

件等を勘案の上、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて行使価額につき合

理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

 (5）新株予約権を行使することができる期間

 別記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ

か遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

 (6）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

 別記「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」に準じて決定する。

 (7）譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す

るものとする。

 (8）その他新株予約権の行使の条件

 別記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 (9）新株予約権の取得事由及び条件

 別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。

 (10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

　（注）１　新株予約権の目的となる株式の数の調整

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。）又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とな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（又は併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又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、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
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２　行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又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。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（又は併合）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又は自己株式の

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。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株当たりの時価

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、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係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。

３　新株予約権証券の発行

新株予約権証券は発行しない。

４　新株予約権の行使の方法

(1）本新株予約権を行使請求しようとする新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称

及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する

法律（「振替法」という。）第131条第３項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載

してこれに記名捺印したうえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「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」欄第１項「本新株予約権の行使請求の受付

場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に本新株予約権の行使に際して

出資される財産の本新株予約権１個当たりの価額を乗じた金額を現金にて上記表中「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」欄第３項「本新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社

が指定する口座に振り込むものとする。

(2）本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

５　本新株予約権の行使の効力発生時期

本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「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」欄第１項「本新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新

株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「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」欄第３項「本新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入

金された場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日に発生するものとします。

６　１株未満の端数の取扱い

本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切

り捨てるものとする。

７　租税公課

新株予約権者は、本新株予約権の行使により課せられる一切の租税公課を自己の負担と責任において納付す

るものとする。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。
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２【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）

1,679,459,184円 4,090,000円 1,675,369,184円

　（注）１　払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額25,682,184円に本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の合計額1,653,777,000円を合算した金額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われな

い場合は払込金額の総額は減少します。

２　発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

３　発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価費用4,000,000円、登記関連費用90,000円となります。

４　行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は増加又は減少します。また、本

新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払

込金額の総額及び発行諸費用の概算額は減少します。

 

（２）【手取金の使途】

　今回の募集は、新株予約権者の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としたものであり、資金調

達を目的としておりません。また、本新株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、払

込みの金額及び時期を資金計画に組み込むことは困難であります。

　したがって、差引手取概算額の具体的な使途については、現時点では未定であり、当該行使がなされた時点

の状況に応じて決定いたします。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】
　当社は平成29年３月15日の取締役会決議により本新株予約権の発行と並行して、以下の概要にて第三者割当による新

株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を決議しております。

（第三者割当による新株式の発行）

(1）募集株式の種類及び数 普通株式　35,294,118株

(2）発行価格 １株あたり255円

(3）発行価額の総額 9,000,000,090円

(4）増加する資本金及び資本準備金

増加する資本金の額

１株あたり128円（合計4,517,647,104円）

増加する資本準備金の額

１株あたり127円（合計4,482,352,986円）

(5）募集方法 第三者割当の方法による

(6）申込期間 平成29年４月25日

(7）払込期日 平成29年４月25日

(8）割当予定先及び割当株数 森燁有限公司（Sun Ye Company Limited）　35,294,118株（9,000,000,090円）
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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】

１．当社取締役

ａ．割当予定先の概要

氏名 当社全取締役５名（注）

住所 －（注）

職業の内容 当社取締役

 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社取締役加賀谷愼二は当社普通株式1,366,500株を、当社取締役濱

﨑拓実は当社普通株式56,000株を、当社取締役熊谷聖一は当社普通株

式3,600株をそれぞれ保有しております。その他の当社取締役２名

は、当社普通株式を保有しておりません。

人事関係 当社取締役であります。

資金関係 該当事項はありません。

技術または取引関係 該当事項はありません。

　（注）　本新株予約権は、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すに当たって、当社の結束力や当社との一体感を強

めるとともに、当社への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、有償にて発行するものであるため、

個別の氏名・住所の記載を省略しております。

 

２．当社取締役就任予定者

ａ．割当予定先の概要

氏名 羅　怡文

住所 東京都港区

職業の内容

ラオックス株式会社　代表取締役社長

（所在地：東京都港区芝二丁目７番17号、業務内容：国内店舗事業、

貿易仲介事業、及び中国出店事業）

 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係
平成29年４月19日開催の当社臨時株主総会の取締役選任議案の社外取

締役候補者であり、社外取締役就任を予定しております。

資金関係 該当事項はありません。

技術または取引関係 該当事項はありません。

 

３．割当予定先の選定理由

　本新株予約権の募集は、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すに当たって、当社の結束力や当社との一体感

を強めるとともに、当社への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とするものであるため、全取締役５名を割当

予定先に選定しております。

　当社取締役就任予定者である羅怡文氏は、複数の会社の経営を通じ企業経営・事業戦略に関し豊富な知識と経験

を有するほか、国内外において幅広い人的ネットワークを有しております。特に、中国を初めとするアジア圏の投

資家とのネットワークを有するため、当社の関与する不動産物件に関し、外国投資家の目線での、立地・デザイ

ン・価格や出口戦略等に関するアドバイスや、その他様々なプレイヤーとの幅広い協業の可能性に関するアドバイ

スのほか、投資家の紹介が期待でき、また、かかるネットワークを通じて、同氏は都内及び首都圏の不動産物件に

ついての新鮮かつ有益な情報や、レジデンスやオフィス以外の収益不動産についての知見をも有していることか

ら、当社の物件取得能力への貢献も期待されます。このような同氏の知識、経験、知見等を考慮し、当社は、同氏

を取締役候補者とするとともに、今後、当社代表取締役加賀谷愼二を中心とした経営陣が一丸となって業績拡大を

目指すに当たって、羅氏は今後社外取締役としての立場ではあるものの、当社の成長にとって当社代表取締役加賀

谷愼二と同程度の重要な貢献が期待されることから、当社代表取締役加賀谷愼二と同規模の株式数となる本新株予

約権を付与することとしております。
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　なお、中長期的な当社の企業価値の向上を目指すに当たり、本新株予約権は、平成32年９月期又は平成33年９月

期の連結営業利益が20億円以上の場合にその付与数の90％、30億円以上の場合に付与数の100％を行使することが

できることとしております。これは、平成29年から平成33年までの当社事業計画における業績目標である連結売上

300億円、連結営業利益30億円の達成に向けて意欲及び士気を向上させると共に、業績拡大へのコミットメントを

高めることを目標とするものです。本新株予約権が一部行使可能となる営業利益20億円は、当社の平成28年９月期

における連結営業利益465百万円の約4.3倍に当たる連結営業利益を平成32年９月期又は平成33年９月期に達成させ

ようとする意欲的なものであり、業績目標である営業利益30億円は、当社の平成28年９月期における連結営業利益

465百万円の約6.4倍に当たる連結営業利益を平成32年９月期又は平成33年９月期に達成させようとする、さらに意

欲的な目標値としております。

 

４．割り当てようとする株式の数

当社全取締役５名　　本新株予約権　　3,220,300個（目的となる株式の数　3,220,300株）

羅　怡文氏　　　　　本新株予約権　　3,265,100個（目的となる株式の数　3,265,100株）

 

５．株券等の保有方針

　割当予定先である当社取締役５名又は羅怡文氏と当社との間で、本新株予約権又は本新株予約権の行使により交

付する当社普通株式について、継続保有に関する取決めはございません。また、当社は、割当予定先のうち羅怡文

氏から、新株予約権の行使により交付する当社普通株式について、長期的に保有する意向である旨を口頭で確認し

ております。なお、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認が必要となっております。

 

６．払込みに要する資金等の状況

　当社は、割当予定先である当社取締役５名及び羅怡文氏から、本新株予約権の発行に係る払込みに十分な資金を

有していること、当該資金は自己資金であること、権利行使に係る払込みについても資金を確保する見込みである

ことを口頭で確認しております。また、当社は、割当予定先のうち羅怡文氏から、同氏の銀行預金の残高証明書の

写しを受領して、本新株予約権の発行に係る払込みに十分な資金を有することを確認しております。

 

７．割当予定先の実態

　当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体について

は、取引を含め一切関係を持たず、同勢力等からの不当な要求には断固として応じないことを徹底しております。

反社会的勢力による不当な要求に備えて、外部専門機関との連携体制の強化を図り、指導及び助言を受け、新規取

引を開始する際には、事前に反社会的勢力に関する調査を実施しており、当社が公表しているコーポレート・ガバ

ナンス報告書（最終更新日：平成28年12月21日）において、その旨記載しております。そのため、当社全取締役

は、反社会的勢力との一切の関係はないと判断しております。

　また、当社は、羅怡文氏と直接面談・ヒアリングを実施し、同氏が反社会的勢力等でない旨を口頭で確認いたし

ました。加えて、同氏が上場会社であるラオックス株式会社の代表取締役社長であること、同社が公表している

コーポレート・ガバナンス報告書（最終更新日：平成29年２月28日）において反社会的勢力との一切の関係遮断を

内部統制システム構築の基本方針とする旨定められており、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度

を貫き取引関係その他一切の関係を持っていないと記載されていること、当社が独自に行ったインターネット検索

による同氏に関する報道や評判等の調査結果等を踏まえ、当社は、同氏が特定団体等と関わりがないものと判断し

ております。以上から総合的に判断し、同氏について反社会的勢力との関係がないものと判断し、同氏が反社会的

勢力と関わりがないことの確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　本新株予約権の譲渡につきましては譲渡制限が付されており、当社取締役会の承認を必要としております。但し、

割当予定先が、本新株予約権の行使により取得した株式を第三者に譲渡することは制限されておりません。

 

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、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算定を当社及び割当予定

先から独立した算定機関である株式会社赤坂国際会計（住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号　代表取締役黒崎

知岳）に依頼しました。当該算定機関は、価格算定に使用する算定手法の決定に当たって、連続時間モデルである

ブラック・ショールズ・モデルや離散時間モデルである二項モデルといった他の算定手法との比較及び検討を実施

した上で、発行要項に定められた本新株予約権が行使日までの業績の状況といった行使時点までに発生した要因に

影響される経路依存オプションであることからその特徴を評価額に反映できる算定手法として、一般的な算定手法

のうちモンテカルロ・シミュレーションを適用して本新株予約権の算定を実施しました。当該算定機関は、本新株

予約権の行使の条件である業績条件については、将来の売上高が当社及び当社の類似会社の過去の実績から推定さ
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れる成長率に従って推移することを前提とし、当該売上高水準において想定される営業利益水準については、当社

の過去の売上高・営業利益の水準に基づきこれを推定した上で、モンテカルロ・シミュレーションを行いました。

　当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証

券取引所」といいます。）における当社株式終値651円／株、当社普通株式の株価変動率（ボラティリティ）73％

（年率）、予定配当額０円、無リスク利子率－0.1％（年率）や本新株予約権の発行要項に定められた条件（行使

価額255円／株、権利行使期間平成33年１月１日から平成35年12月31日、行使の条件）に基づいて、一般的な価格

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、本新株予約権の算定を実施し、本新株予約権１個当

たりの価値を3.96円と算定しました。

　本新株予約権の発行価格の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある事象を前提とし

て考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該算定

機関の算定結果を参考に当社においても検討した結果、本件発行価額を、算定結果と同額である新株予約権１個当

たり3.96円に決定したものです。

　本新株予約権の行使価額255円は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前営業日（平成29年３月14日）の

株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場における当社株式の終値（651円）から60.83％のディスカ

ウント、当該直前営業日までの１か月間の終値平均681.6円に対して62.59％のディスカウント、当該直前営業日ま

での３か月間の終値平均612.3円に対して58.35％のディスカウント、当該直前営業日までの６か月間の終値平均

547.6円に対して53.43％のディスカウントとなりますが、中長期的な企業価値向上のインセンティブとして十分に

機能させる観点から、当社が平成29年３月15日の取締役会決議により本新株予約権の発行と並行して行う第三者割

当による新株式の発行価格と同じ価格とするものです。新株式の発行価格については、新株式の割当予定先である

森燁有限公司（Sun Ye Company Limited）との協議を経て、当社の現在の市場価格ではなく、当社の現状の収益力

に基づいて理論的に算定される価格を基準とするとの方針を踏まえた金額であります。

　なお、平成29年３月15日開催の当社取締役会において、当社監査役３名（うち社外監査役３名）が、本新株予約

権の発行については、特に有利な金額での発行に該当しないことについての意見を表明しております。

　当該意見は、本件発行価額の算定に当たり、当社及び割当予定先から独立した算定機関である株式会社赤坂国際

会計が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社株式の株価及び株価変動率、権利行使期間等の前

提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーショ

ンを用いて、本新株予約権の算定を実施していることを判断の基礎としております。

 

(2）発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

　本新株予約権は、それぞれの付与対象者に期待される貢献の度合いに応じて、平成33年までの当社事業計画にお

ける業績目標の達成に対するインセンティブを持たせ、かつコミットメントを強めるために必要かつ十分な水準を

付与する観点から、発行数量を決定しました。また、かかる観点から、当社全取締役５名に加え、平成29年４月19

日に開催予定の当社臨時株主総会において当社取締役に就任予定の羅怡文氏に対して発行を予定しております。

　本新株予約権の目的である株式の総数は6,485,400株（議決権個数64,854個）であり、本新株予約権がすべて行

使された場合、発行決議日現在の発行済株式総数の23,654,804株（議決権個数236,534個（平成29年２月15日現

在））に対し最大で27.42％（議決権ベースの希薄化率27.42％）の希薄化が生じます。

　なお、本新株予約権の目的である株式の総数6,485,400株に、本新株予約権の発行と併せて発行される本新株式

35,294,118株（以下「本新株式」といいます。）を合わせた41,779,518株に係る割当議決権数は417,795個とな

り、当社の総議決権数236,534個（平成29年２月15日現在）に占める割合が176.63％（本新株予約権行使分：

27.42％、本新株式分：149.21％）となります。

　また、羅怡文氏に対して発行される予定の本新株予約権3,265,100個が全て行使された場合、発行済株式総数

23,654,804株（議決権個数236,534個（平成29年２月15日現在））に対する希薄化率は13.80％となります。また、

羅怡文氏に対して発行される本新株予約権の目的である株式の総数3,265,100株に、本新株予約権の発行と併せて

発行される本新株式35,294,118株を合わせた38,559,218株に係る議決権数は385,592個であり、当社の総議決権数

236,534個（平成29年２月15日現在）に占める割合は163.02％（羅怡文氏に対する本新株予約権行使分：13.80％、

本新株式分：149.21％）となります。
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　しかしながら、上記「第１［募集要項］　１［新規発行新株予約権証券（第４回新株予約権証券）］　(2）［新

株予約権の内容等］　新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、本新株予約権は、少なくとも平成32年９月期又

は平成33年９月期の連結営業利益のいずれかが20億円以上になるという高い利益目標の達成が行使条件とされてお

り、その目標が達成されることは、当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであり、既存株主の皆様の利益

にも貢献できるものと考えていることから、本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模は合理的な範囲のもの

であると考えております。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　本新株予約権の目的である株式の総数6,485,400株に係る割当議決権数は64,854個となり、当社の総議決権数

236,534個（平成29年２月15日現在）に占める割合が27.42％となります。

　なお、本新株予約権の目的である株式の総数6,485,400株に、本新株予約権の発行と併せて発行される本新株式

35,294,118株を合わせた41,779,518株に係る割当議決権数は417,795個となり、当社の総議決権数236,534個（平成29

年２月15日現在）に占める割合が176.63％（本新株予約権行使分：27.42％、本新株式分：149.21％）となります。

　また、羅怡文氏に対して発行される予定の本新株予約権3,265,100個が全て行使された場合、発行済株式総数

23,654,804株（議決権個数236,534個（平成29年２月15日現在））に対する希薄化率は13.80％となります。また、羅

怡文氏に対して発行される本新株予約権の目的である株式の総数3,265,100株に、本新株予約権の発行と併せて発行

される本新株式35,294,118株を合わせた38,559,218株に係る議決権数は385,592個であり、当社の総議決権数236,534

個（平成29年２月15日現在）に占める割合は163.02％（羅怡文氏に対する本新株予約権行使分：13.80％、本新株式

分：149.21％）となります。

　したがって、本新株予約権及び本新株式発行に係る割当議決権数が総株主の議決権数の25％以上となることから、

本新株予約権及び本新株式の発行は「企業内容等の開示に関する内閣府令　第２号様式　記載上の注意（23－６）」

に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。

 

５【第三者割当後の大株主の状況】

(1）本新株予約権全部の行使後

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（％）

平安ジャパン・インベストメン

ト１号投資事業有限責任組合
東京都港区赤坂五丁目３番１号 7,634,500 32.28 7,634,500 25.33

加賀谷　愼二 東京都渋谷区 1,366,500 5.78 3,271,700 10.86

羅　怡文 東京都港区 0 0 3,265,100 10.83

澤田ホールディングス（株）
東京都新宿区西新宿六丁目８番

１号
2,365,500 10.00 2,365,500 7.85

濱﨑　拓実 東京都文京区 56,000 0.24 697,200 2.31

松井証券（株）
東京都千代田区麹町一丁目４番

地
692,800 2.93 692,800 2.30

日本証券金融（株）
東京都中央区日本橋茅場町一丁

目２番10号
666,100 2.82 666,100 2.21

（株）ＬＳ．Ｍ
千葉県市川市新井三丁目５番１

号
400,000 1.69 400,000 1.33

（有）加賀谷インベストメント
東京都中央区日本橋室町一丁目

７番１号
360,000 1.52 360,000 1.19

中林　毅 東京都杉並区 0 0 346,800 1.15

計  13,141,400 55.56 19,699,700 65.18

　（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29年２月15日現在の株主名簿を基

に作成しております。

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、本新株予約権を全て

行使した上で取得する当該株式の数を加えた株式数によって算出しております。

３．上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。
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(2）新株式の発行後かつ本新株予約権全部の行使後

　上記(1)の表に、本新株予約権の発行と併せて発行される新株式数（35,294,118株）及びその議決権数（352,941

個）を加算した場合の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は以下のとおりです。

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（％）

森燁有限公司

（Sun Ye Company Limited）

23/F, Two International

Finance Centre, 8 Finance

Street, Central, Hong Kong

0 0 35,294,118 53.94

平安ジャパン・インベストメン

ト１号投資事業有限責任組合
東京都港区赤坂五丁目３番１号 7,634,500 32.28 7,634,500 11.67

加賀谷　愼二 東京都渋谷区 1,366,500 5.78 3,271,700 5.00

羅　怡文 東京都港区 0 0 3,265,100 4.99

澤田ホールディングス（株）
東京都新宿区西新宿六丁目８番

１号
2,365,500 10.00 2,365,500 3.62

濱﨑　拓実 東京都文京区 56,000 0.24 697,200 1.07

松井証券（株）
東京都千代田区麹町一丁目４番

地
692,800 2.93 692,800 1.06

日本証券金融（株）
東京都中央区日本橋茅場町一丁

目２番10号
666,100 2.82 666,100 1.02

（株）ＬＳ．Ｍ
千葉県市川市新井三丁目５番１

号
400,000 1.69 400,000 0.61

（有）加賀谷インベストメント
東京都中央区日本橋室町一丁目

７番１号
360,000 1.52 360,000 0.55

計  13,541,400 57.25 54,647,018 83.52

　（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29年２月15日現在の株主名簿を基

に作成しております。

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、本第三者割当増資に

係る新株式の数及び本新株予約権を全て行使した上で取得する当該株式の数を加えた株式数によって算出し

ております。

３．本新株予約権の割当予定先の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、

本新株予約権を全て行使した上で取得する当該株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。

４．上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。
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６【大規模な第三者割当の必要性】

(1）大規模な第三者割当を行うこととした理由及び大規模な第三者割当による既存の株主への影響についての取締役

会の判断の内容

　前記「４　大規模な第三者割当に関する事項」に記載しましたとおり、当社は、平成29年３月15日開催の取締役

会において、本第三者割当増資を行うことを決議しました。本第三者割当増資による新株式の発行数は35,294,118

株（議決権数352,941個）となり、平成29年２月15日現在の発行済株式総数である23,654,804株（議決権数236,534

個（平成29年２月15日現在））に対して149.21％の割合（総議決権における割合149.21％）に相当し、結果として

株式の希薄化及び議決権の希薄化が生じます。なお、本新株予約権の目的である株式の総数6,485,400株に、本第

三者割当増資による本新株式35,294,118株を合わせた41,779,518株に係る割当議決権数は417,795個となり、当社

の平成29年２月15日現在の発行済株式数に対して最大で176.62％（総議決権数に対する割合176.63％）の希薄化及

び議決権の希薄化が生じる可能性があります。

　また、羅怡文氏に対して発行される予定の本新株予約権3,265,100個が全て行使された場合、発行済株式総数

23,654,804株（議決権個数236,534個（平成29年２月15日現在））に対する希薄化率は13.80％となります。また、

羅怡文氏に対して発行される本新株予約権の目的である株式の総数3,265,100株に、本新株予約権の発行と併せて

発行される本新株式35,294,118株を合わせた38,559,218株に係る議決権数は385,592個であり、当社の総議決権数

236,534個（平成29年２月15日現在）に占める割合は163.02％（羅怡文氏に対する本新株予約権行使分：13.80％、

本新株式分：149.21％）となります。

　このため、当社は、本新株予約権及び本新株式発行に関し、平成29年４月19日開催予定の当社臨時株主総会にお

いて、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第432条に規定する株主意思確認手続を経ることといた

します。

　他方で、本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることにより、企業価値向

上に資することを目的として、当社の取締役及び羅怡文氏に対して付与するものであり、当社の中長期的な企業価

値の向上に資するものであり、既存株主の皆様の利益にも貢献できるものと考えております。また、本新株予約権

6,485,400個の全てが行使された場合の発行株式数は6,485,400株（議決権数64,854個）であり、本第三者割当増資

による本新株式発行後の当社発行済株式総数58,948,922株（議決権数589,475個）に対して、11.00％の割合（総議

決権における割合11.00％）の希薄化にとどまります。

　したがって、本新株予約権の募集による影響は、本第三者割当増資による本新株式の募集と比較して限定的なも

のであり、本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模も合理的な範囲のものと判断しております。なお、平成

29年３月15日開催の当社取締役会において、当社社外取締役両名の意見も上記と異ならないことを口頭で確認して

おります。

 

(2）大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

　大規模な第三者割当増資の必要性、既存株主への影響についての取締役会の判断の内容、及び大規模な第三者割

当を行うことについての判断の過程については、本新株予約権の募集と同日の取締役会において決議しました本新

株式の募集に焦点を当てて行っております。その内容について、本第三者割当増資にかかる有価証券届出書「６

［大規模な第三者割当の必要性］」をご参照ください。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

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（第18期）及び四半期報告書（第19期第１四半期）（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15日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。

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

てもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

２．臨時報告書の提出について

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第18期）の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成29年３

月15日）までの間において、下記の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

（平成28年12月22日提出の臨時報告書）

１．提出理由

　当社は、平成28年12月21日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商

品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本

臨時報告書を提出するものであります。

 

２．報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年12月21日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

今後の事業拡大及び人員増加を見据え、第３条に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京

都渋谷区に変更するものであります。なお、本変更の効力発生日は、本店移転日であります平

成29年２月６日とし、その旨を附則に設けるものであります。

 

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、加賀谷愼二氏、濱崎拓実氏、豊泉謙太郎氏、熊谷聖一氏及び中林毅氏を選任す

るものであります。
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(3）当該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

の要件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 142,213 113 － （注）１ 可決（99.92％）

第２号議案    （注）２  

加賀谷　愼二 142,349 131 －  可決（99.90％）

濱崎　拓実 142,349 131 －  可決（99.90％）

豊泉　謙太郎 142,339 141 －  可決（99.90％）

熊谷　聖一 142,363 117 －  可決（99.91％）

中林　毅 142,294 186 －  可決（99.86％）

　（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

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

決権の過半数の賛成であります。

 

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

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

たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、贊成、

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。
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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18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21日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第19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１月31日
関東財務局長に提出

　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。

 

第六部【特別情報】

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

 

 平成28年12月21日

株式会社アスコット  

 取締役会　御中  

 

 　アスカ監査法人  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 若　尾　典　邦　㊞

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石 渡 裕 一 朗　㊞

 

＜財務諸表監査＞

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

いる株式会社アスコットの平成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、株式

会社アスコット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。
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＜内部統制監査＞

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

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

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

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

る。

 

監査人の責任

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

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

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

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

を求めている。

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

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

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

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

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

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社アスコットが平成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

　※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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

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

 

 平成28年12月21日

株式会社アスコット  

 取締役会　御中  

 

 　アスカ監査法人  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 若　尾　典　邦　㊞

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石 渡 裕 一 朗　㊞

 

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

いる株式会社アスコットの平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第18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、株式会社

アスコットの平成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。

 

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

　※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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

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

 

平成29年１月31日

株式会社アスコット

取締役会　御中

 

アスカ監査法人
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田 中 大 丸　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 石 渡 裕 一 朗　　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」に掲げられている株式会社アス

コットの平成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、株式会社アスコット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。

 

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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