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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成29年８月25日付をもって提出した有価証券届出書及び平成29年９月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂

正届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当382,300株の募集の条件、その他この新株式発行に関し必要な事

項を平成29年９月21日に決定したため、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出する

ものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　株式募集の方法及び条件

(1）募集の方法

(2）募集の条件

４　新規発行による手取金の使途

(1）新規発行による手取金の額

(2）手取金の使途

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

　　（訂正前）

種類 発行数 内容

普通株式 382,300株

完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１．平成29年８月25日開催の取締役会決議によります。

２．本募集とは別に、平成29年８月25日及び平成29年９月12日開催の取締役会において決議された公募による新

株式発行に係る当社普通株式1,617,700株の一般募集（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式

931,000株の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）を予定しておりますが、その需

要状況等を勘案し、382,300株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である辻庸介（以下

「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出

し」という。）を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等

により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入

れた当社普通株式（以下「借入株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、ＳＭＢＣ日興証

券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、平成29年９月29日から平成29年10月27日まで

の間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式

数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シン

ジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通

株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証

券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシ

ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカ

バー取引により買付けた株式数についてのみ、本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがっ

て、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第

三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合がありま

す。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオー

バーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については、平成29年９月21日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行

われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。

したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、

失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシン

ジケートカバー取引も行われません。

なお、一般募集においては、一般募集の発行株式のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場

（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがあります。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下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
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　　（訂正後）

種類 発行数 内容

普通株式 382,300株

完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１．平成29年８月25日開催の取締役会決議によります。

２．本募集とは別に、平成29年８月25日及び平成29年９月12日開催の取締役会において決議された公募による新

株式発行に係る当社普通株式1,617,700株の一般募集（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式

931,000株の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）を行いますが、その需要状況等

を勘案した結果、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である辻庸介（以下「貸株人」という。）より借り

入れる当社普通株式382,300株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行い

ます。

本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入

れた当社普通株式（以下「借入株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、ＳＭＢＣ日興証

券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、平成29年９月29日から平成29年10月27日まで

の間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式

数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シン

ジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通

株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証

券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシ

ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカ

バー取引により買付けた株式数についてのみ、本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがっ

て、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第

三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合がありま

す。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオー

バーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

なお、一般募集においては、一般募集の発行株式のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場

（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下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
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２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

　　（訂正前）

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

募集株式のうち株主割当 ― ― ―

募集株式のうちその他の者に対する

割当
382,300株 438,689,250 256,379,938

募集株式のうち一般募集 ― ― ―

発起人の引受株式 ― ― ―

計（総発行株式） 382,300株 438,689,250 256,379,938

　（注）１．前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連

してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先

との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当株数 382,300株

払込金額 512,759,875円

割当予定先の

内容

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の役職氏名 取締役社長　　清水　喜彦

資本の額 100億円

事業の内容 金融商品取引業等

大株主 株式会社三井住友フィナンシャルグループ　100％

当社との関係

出資関係

当社が保有している割当

予定先の株式の数
―

割当予定先が保有している

当社の株式の数
―

取引関係
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹

事会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―

２．前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ

れない場合があります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ

ります。なお、平成29年８月25日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成29年９

月21日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14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し、

会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額

とすることを決議しております。

５．払込金額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、一般募集における引受価額と同一の価格の総額であ

り、一般募集における仮条件（1,350円～1,550円）の平均価格（1,450円）を基礎として算出した見込額で

あります。
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　　（訂正後）

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

募集株式のうち株主割当 ― ― ―

募集株式のうちその他の者に対する

割当
382,300株 438,689,250 274,061,313

募集株式のうち一般募集 ― ― ―

発起人の引受株式 ― ― ―

計（総発行株式） 382,300株 438,689,250 274,061,313

　（注）１．前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連

してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先

との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当株数 382,300株

払込金額 548,122,625円

割当予定先の

内容

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の役職氏名 取締役社長　　清水　喜彦

資本の額 100億円

事業の内容 金融商品取引業等

大株主 株式会社三井住友フィナンシャルグループ　100％

当社との関係

出資関係

当社が保有している割当

予定先の株式の数
―

割当予定先が保有している

当社の株式の数
―

取引関係
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹

事会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―

２．前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ

れない場合があります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。

（注）５．の全文削除
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（２）【募集の条件】

　　（訂正前）

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定

（注）１

未定

（注）１
100株 平成29年10月31日（火）

該当事項は

ありません
平成29年11月１日（水）

　（注）１．発行価格は、平成29年９月21日に一般募集において決定される引受価額と同一の金額とします。なお、資本

組入額は、資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。

２．全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３．上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に

発行価格を払込むものとします。

 

　　（訂正後）

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

1,433.75 716.875 100株 平成29年10月31日（火）
該当事項は

ありません
平成29年11月１日（水）

　（注）１．全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

２．上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

３．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に

発行価格を払込むものとします。

（注）１．の全文削除及び２．３．４．の番号変更

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　　（訂正前）

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）

512,759,875 1,646,000 511,113,875

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、一般募集における引受価額と同一の価格の総額

であり、一般募集における仮条件（1,350円～1,550円）の平均価格（1,450円）を基礎として算出した見込

額であります。なお、前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発

行そのものが全く行われない場合、上記金額は、変更されることとなります。

２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、

消費税等は含まれておりません。

 

　　（訂正後）

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）

548,122,625 1,646,000 546,476,625

　（注）１．前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ

れない場合、上記金額は、変更されることとなります。

２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、

消費税等は含まれておりません。
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（２）【手取金の使途】

　　（訂正前）

　上記差引手取概算額上限511,113千円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）

については、一般募集の手取概算額2,147,740千円と合わせて、手取概算額合計上限2,658,854千円について、

以下の使途に充当する予定であります。

①　認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費として1,310,398千円を充当する予定であります（平成29

年11月期：54,246千円、平成30年11月期：453,076千円、平成31年11月期：803,076千円）。

②　当社の子会社であるMF KESSAI株式会社及び株式会社MF Alpha Labにおける運転資金充当のための投融

資資金としてそれぞれ450,000千円、50,000千円充当する予定であります（平成29年11月期：500,000千

円）。

③　財務体質の改善及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として275,000千円を充当する

予定であります（平成29年11月期：65,000千円、平成30年11月期：210,000千円）。

④　今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした人件費及び採用教育費として321,960千円充当する

予定であります（平成29年11月期：13,411千円、平成30年11月期：308,549千円）。

　残額については、平成31年11月期の人件費及び採用教育費の一部として充当する予定であります。

　なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

 

　　（訂正後）

　上記差引手取概算額上限546,476千円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）

については、一般募集の手取概算額2,297,377千円と合わせて、手取概算額合計上限2,843,854千円について、

以下の使途に充当する予定であります。

①　認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費として1,310,398千円を充当する予定であります（平成29

年11月期：54,246千円、平成30年11月期：453,076千円、平成31年11月期：803,076千円）。

②　当社の子会社であるMF KESSAI株式会社及び株式会社MF Alpha Labにおける運転資金充当のための投融

資資金としてそれぞれ450,000千円、50,000千円充当する予定であります（平成29年11月期：500,000千

円）。

③　財務体質の改善及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として275,000千円を充当する

予定であります（平成29年11月期：65,000千円、平成30年11月期：210,000千円）。

④　今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした人件費及び採用教育費として321,960千円充当する

予定であります（平成29年11月期：13,411千円、平成30年11月期：308,549千円）。

　残額については、平成31年11月期の人件費及び採用教育費の一部として充当する予定であります。

　なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
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