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 この目論見書により行う株式7,772,506,540円（見込額）の募集

（一般募集）及び株式1,216,030,161円（見込額）の売出し（オー

バーアロットメントによる売出し）については、当社は金融商品取

引法第５条により有価証券届出書を平成30年２月19日に関東財務局

長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。 

 したがって、発行価格及び売出価格等については、今後訂正が行

われます。 

 なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

 

１ 募集又は売出しの公表後における空売りについて 
(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）
第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公
衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該
有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（＊１））において、
当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の
２第７項に規定する私設取引システムにおける空売り（＊２）又はその委託もしくは
委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価
証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（＊３）の決済を行うことはできませ
ん。 

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（＊２）に係る有
価証券の借入れ（＊３）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、
当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。 

＊１ 取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成30年２月20日から、発行価格及
び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成30年２月27
日から平成30年３月２日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供さ
れた時までの間となります。 

＊２ 取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。 
・先物取引 
・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、

投資法人債券等の空売り 
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り 

＊３ 取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取
引による買付け）を含みます。 

 
２ 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金を

いう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動し
て訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集におけ
る自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引
手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額
の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等
決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書
の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］http://www.nishio-rent.co.jp/ir/irnews/）（以下「新聞等」という。）で公
表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂
正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格
等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の
記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等に
よる公表は行いません。 
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【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成30年２月19日 

【会社名】 西尾レントオール株式会社 

【英訳名】 NISHIO RENT ALL CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  西尾 公志 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区東心斎橋１丁目11番17号 

【電話番号】 （０６）６２５１－７３０２（代表） 

【事務連絡者氏名】 常務取締役本社管理部門管掌  新田 一三 

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区東心斎橋１丁目11番17号 

【電話番号】 （０６）６２５１－７３０２（代表） 

【事務連絡者氏名】 常務取締役本社管理部門管掌  新田 一三 

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式 

【届出の対象とした募集（売出）金額】 
 
一般募集 7,772,506,540円 

オーバーアロットメントによる売出し 1,216,030,161円 

（注）１ 募集金額は、発行価額の総額の計であり、平成30年２

月９日（金）現在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を基準として算出した見込額であ

ります。 

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行

価格の総額は上記の金額とは異なります。

２ 売出金額は、売出価額の総額であり、平成30年２月９

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。 

【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。 

２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。 

【縦覧に供する場所】 西尾レントオール株式会社 東京支店 

（東京都千代田区外神田１丁目18番13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） 
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［株価情報等］ 

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】 

 平成27年２月16日から平成30年２月９日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び

株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。 

 

 （注）１ ・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。 

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。 

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。 

２ ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。 

ＰＥＲ（倍）＝ 
週末の終値 

１株当たり当期純利益 

平成27年２月16日から平成27年９月30日については、平成26年９月期有価証券報告書の平成26年９月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成27年10月１日から平成28年９月30日については、平成27年９月期有価証券報告書の平成27年９月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成28年10月１日から平成29年９月30日については、平成28年９月期有価証券報告書の平成28年９月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成29年10月１日から平成30年２月９日については、平成29年９月期有価証券報告書の平成29年９月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

 

2018/02/14 10:15:18／18396471_西尾レントオール株式会社_有価証券届出書（参照）

- 1 -



２【大量保有報告書等の提出状況】 

 平成29年８月19日から平成30年２月９日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下

のとおりであります。 

提出者（大量保有者）の 
氏名又は名称 

報告義務発生日 提出日 区分 
保有株券等の 
総数（株） 

株券等の保有 
割合（％） 

キャピタル・インターナショナル・

リミテッド 

（Capital International Limited） 

平成29年10月31日 平成29年11月８日 変更報告書 

211,300 0.78 

キャピタル・インターナショナル・

インク 

（Capital International, Inc.） 

94,400 0.35 

キャピタル・インターナショナル・

エス・エイ・アール・エル 

（Capital International Sarl） 

37,700 0.14 

キャピタル・インターナショナル株

式会社 
785,800 2.90 

 （注）１ キャピタル・インターナショナル・リミテッド（Capital International Limited）、キャピタル・インタ

ーナショナル・インク（Capital International, Inc.）、キャピタル・インターナショナル・エス・エ

イ・アール・エル（Capital International Sarl）及びキャピタル・インターナショナル株式会社は共同保

有者であります。 

２ 上記大量保有報告書等は関東財務局及び近畿財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場され

ている株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。 
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容 

普通株式 2,174,000株 
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 

単元株式数 100株 

 （注）１ 平成30年２月19日（月）の取締役会決議（会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、平成30年２

月19日（月）に取締役会の決議があったものとみなされます。以下当社の取締役会の決議に関する記載につ

き同じ。）によります。 

２ 上記発行数は、平成30年２月19日（月）の取締役会決議により決定された公募による新株式発行に係る募集

株式数974,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数1,200,000株の合計であります。本有価証

券届出書の対象とした募集（以下「一般募集」という。）のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取

引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧

誘であります。 

３ 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株

主から326,100株を上限として借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。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

４ 一般募集とは別に、平成30年２月19日（月）の取締役会決議により、後記「募集又は売出しに関する特別記

載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の野村證券株式会社を割当先とする

当社普通株式326,100株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決定して

おります。 

５ 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記

「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」をご参照下さい。 

６ 振替機関の名称及び住所 

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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２【株式募集の方法及び条件】

 平成30年２月27日（火）から平成30年３月２日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」とい

う。）に決定される発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異

なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ

る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円） 

株主割当 ― ― ― 

その他の者に対する割当 ― ― ― 

一般募集 
新株式発行 974,000株 3,482,254,540 1,741,127,270 

自己株式の処分 1,200,000株 4,290,252,000 ― 

計（総発行株式） 2,174,000株 7,772,506,540 1,741,127,270 

 （注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。 

２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。 

３ 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

げるものとします。また、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

た額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。 

４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年２月９日（金）現在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を基準として算出した見込額であります。 

 

（２）【募集の条件】

発行価格（円） 
発行価額 
（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、２ 

発行価格等決定日

の株式会社東京証

券取引所における

当社普通株式の普

通取引の終値（当

日に終値のない場

合は、その日に先

立つ直近日の終

値）に0.90～1.00

を乗じた価格（１

円未満端数切捨

て）を仮条件とし

ます。 

未定 

（注）１、 

２ 

未定 

（注）１ 
100株 

自 平成30年３月５日(月) 

至 平成30年３月６日(火) 

（注）３ 

１株につ

き発行価

格と同一

の金額 

平成30年３月９日(金) 

（注）３ 

 （注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

り需要状況を勘案した上で、平成30年２月27日（火）から平成30年３月２日（金）までの間のいずれかの日

（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ

り受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額

を一般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額とします。 

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）

が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における

新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総

額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上

限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の

総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日

本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期

間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.nishio-rent.co.jp/ir/irnews/）（以下
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「新聞等」という。）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に

ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定

に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が

含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２ 前記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

３ 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決

定する予定であります。 

なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需

要状況の把握期間は、最長で平成30年２月26日（月）から平成30年３月２日（金）までを予定しております

が、実際の発行価格等の決定期間は、平成30年２月27日（火）から平成30年３月２日（金）までを予定して

おります。 

したがいまして、 

① 発行価格等決定日が平成30年２月27日（火）の場合、申込期間は「自 平成30年２月28日（水） 至 

平成30年３月１日（木）」、払込期日は「平成30年３月６日（火）」 

② 発行価格等決定日が平成30年２月28日（水）の場合、申込期間は「自 平成30年３月１日（木） 至 

平成30年３月２日（金）」、払込期日は「平成30年３月７日（水）」 

③ 発行価格等決定日が平成30年３月１日（木）の場合、申込期間は「自 平成30年３月２日（金） 至 

平成30年３月５日（月）」、払込期日は「平成30年３月８日（木）」 

④ 発行価格等決定日が平成30年３月２日（金）の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、 

となりますのでご注意下さい。 

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証拠金を添えて申込みをするものとします。 

５ 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金にそれぞ

れ振替充当します。 

６ 申込証拠金には、利息をつけません。 

７ 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。 

したがいまして、 

① 発行価格等決定日が平成30年２月27日（火）の場合、受渡期日は「平成30年３月７日（水）」 

② 発行価格等決定日が平成30年２月28日（水）の場合、受渡期日は「平成30年３月８日（木）」 

③ 発行価格等決定日が平成30年３月１日（木）の場合、受渡期日は「平成30年３月９日（金）」 

④ 発行価格等決定日が平成30年３月２日（金）の場合、受渡期日は「平成30年３月12日（月）」 

となりますのでご注意下さい。 

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。 

 

（３）【申込取扱場所】

 後記「３ 株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。 

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地 

株式会社三井住友銀行 難波支店 大阪市中央区難波５丁目１番60号 

 （注） 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 
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３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 1,521,600株 
１ 買取引受けによります。 

２ 引受人は新株式払込金及び

自己株式の処分に対する払

込金として、払込期日に払

込取扱場所へ発行価額と同

額をそれぞれ払込むことと

いたします。 

３ 引受手数料は支払われませ

ん。ただし、一般募集にお

ける価額（発行価格）と発

行価額との差額は引受人の

手取金となります。 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 369,600株 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 152,200株 

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 65,300株 

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 65,300株 

計 ― 2,174,000株 ― 
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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】

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） 

7,772,506,540 23,500,000 7,749,006,540 

 （注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新

株式発行及び自己株式の処分に係る、それぞれの合計額であります。 

２ 引受手数料は支払われないため、「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。 

３ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）は、平成30年２月９日（金）現在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を基準として算出した見込額であります。 

 

（２）【手取金の使途】

 上記差引手取概算額7,749,006,540円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増

資の手取概算額上限1,159,575,981円と合わせ、手取概算額合計上限8,908,582,521円について、全額を平成30

年９月末までに建設需要に対応するためのレンタル資産購入資金に充当する予定であります。 

 なお、「第三部 参照情報 第１ 参照書類 １ 有価証券報告書（第59期）」の「第一部 企業情報 第

３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」に記載した当社グループの設備投資計画は、本有価証券届

出書提出日（平成30年２月19日）現在（ただし、既支払額については平成29年12月31日現在）、以下のとおり

となっております。 

設備投資計画 

会社名 所在地 
セグメント 

の名称 
設備の内容 

投資予定額 
資金調達 

方法 

着手及び完了予定年月 

総額 
（百万円） 

既支払額 
（百万円） 着手 完了 

当社及び 

連結子会社 

当社本社 

（大阪市中央区） 

他401店所 

レンタル 

関連事業 

及びその他 

レンタル用 

資産・販売 

設備 

31,494 9,255 

自己資金、 

借入金、 

増資資金 

及び自己株式

処分資金 

（注）２ 

平成29年 

10月 

平成30年 

９月 

社用設備 5,801 1,416 
自己資金 

及び借入金 

 （注）１ 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

２ 増資資金は、今回の公募による新株式発行及び本件第三者割当増資に係る調達資金であり、自己株式処分資

金は、今回の公募による自己株式の処分に係る調達資金であります。

３ 投資後の増加能力については合理的な算出が困難なため、記載を省略しております。
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第２【売出要項】

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式 326,100株 1,216,030,161 
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

野村證券株式会社 

 （注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主

幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から326,100株を上限として借入れる当社普通株式の売出しで

あります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状

況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の

手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価

額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総

額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメン

トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書

の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証

券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト

（［URL］http://www.nishio-rent.co.jp/ir/irnews/）（新聞等）で公表いたします。また、発行価格等が

決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付

されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正

される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等に

よる公表は行いません。

２ 振替機関の名称及び住所

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

３ 売出価額の総額は、平成30年２月９日（金）現在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を

基準として算出した見込額であります。

 

２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位 
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及
び氏名又は名称

元引受契約
の内容

未定 

（注）１ 

自 平成30年３月５日（月） 

至 平成30年３月６日（火） 

（注）１ 

100株 

１株につき

売出価格と

同一の金額 

野村證券株式

会社の本店及

び全国各支店 

― ― 

 （注）１ 売出価格及び申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (２）募集の条

件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。 

２ 株式の受渡期日は、平成30年３月12日（月）（※）であります。 

※ただし、株式の受渡期日については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (２）募集

の条件」における株式の受渡期日と同一といたします。 

３ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

４ 申込証拠金には、利息をつけません。 

５ 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。 
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１ オーバーアロットメントによる売出し等について 

 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から

326,100株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があり

ます。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、326,100株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売

出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ

ります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以

下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平成30年２月19日（月）の取締役会決

議により、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式326,100株の第三者割当増資（本件第三者割当増資）を、

平成30年３月28日（水）を払込期日として行うことを決定しております。（注）１ 

 また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出し（以下「本件募集売出し」とい

う。）の申込期間の終了する日の翌日から平成30年３月20日（火）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」

という。（注）２）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントに

よる売出しに係る株式数を上限とする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

合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返

却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー

取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る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。 

 更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により

取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。 

 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、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得

し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村證券株式

会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当

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、失権により本件第三者割当増資における最

終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 

 野村證券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證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り得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。 

 なお、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発行価格等決定日に決定されます。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、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式

会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における

新株式発行は全く行われません。また、株式会社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。 

（注）１ 本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。 

(1）募集株式の種類及び数 当社普通株式 326,100株

(2）払込金額の決定方法 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集にお

ける発行価額と同一とする。

(3）増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、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

する。また、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。

(4）割当先 野村證券株式会社

(5）申込期間（申込期日） 平成30年３月27日（火）

(6）払込期日 平成30年３月28日（水）

(7）申込株数単位 100株
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２ シンジケートカバー取引期間は、 

① 発行価格等決定日が平成30年２月27日（火）の場合、「平成30年３月２日（金）から平成30年３月20

日（火）までの間」 

② 発行価格等決定日が平成30年２月28日（水）の場合、「平成30年３月３日（土）から平成30年３月20

日（火）までの間」 

③ 発行価格等決定日が平成30年３月１日（木）の場合、「平成30年３月６日（火）から平成30年３月20

日（火）までの間」 

④ 発行価格等決定日が平成30年３月２日（金）の場合、「平成30年３月７日（水）から平成30年３月20

日（火）までの間」 

となります。 

 

２ ロックアップについて 

 一般募集に関連して、当社株主である有限会社ニシオトレーディング、西尾公志、一般財団法人レントオール奨学

財団及び日浦知子は野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して90日目

の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに

は、原則として当社株式の売却等を行わない旨合意しております。 

 また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに

は、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利

を付与された有価証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除

く。）を行わない旨合意しております。 

 上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を

一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 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59期（自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日）平成29年12月21日関東財務局長に提出 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

 事業年度 第60期第１四半期（自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31日）平成30年２月８日関東財務局長に

提出 

 

３【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30年２月19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の規定に基づく臨時報告書を平成29年12月25日

に関東財務局長に提出 

 

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。）の提出日以

後本有価証券届出書提出日（平成30年２月19日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリ

スク」について生じた変更その他の事由はありません。 

 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ます。 

 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30年２月19日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。 

 

［事業等のリスク］ 

 当連結会計年度末において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる

主な事項及びその他重要と考えられる事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない

事項についても、投資判断、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投

資家に対する積極的な情報開示の観点から、記載しております。 

 なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討し

た上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスク全てを網羅す

るものではありませんので、この点にご留意ください。 

 

(1）業績の変動要因について 

 当社グループの主たる事業である建設・設備工事用機器レンタル事業は、建設投資動向により収益が大きく左右

されます。また、建設投資動向は、民間設備投資や国及び地方公共団体の公共事業予算に影響を受けます。 
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(2）業績の季節変動について 

 当社グループの主力である建設・設備工事用機器が用いられる建設投資のうち、公共投資については予算決定か

ら実際の工事着工まで、概ね５～６か月のタイムラグが生じます。従いまして、毎年４月からの新年度の予算執行

は、その年の９月ないし10月頃から始まり、翌年３月まで断続的に実施され、この期間において建設工事は最盛期

を迎え、建設機械レンタルの需要が最も大きくなります。 

 このため貸与資産の稼働率は第２四半期連結累計期間の方が高く、当社グループの売上高及び利益は第２四半期

連結累計期間に偏重する傾向があります。 

 直近期における当社グループの第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績は下表のとおりであります。 

（単位：百万円）
 

 
第２四半期連結累計期間
自 平成28年10月１日
至 平成29年３月31日

連結会計年度
自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日

第２四半期連結累計期間の
通期に対する比率

（％）

売上高 64,384 123,538 52.1

営業利益 7,423 11,121 66.7

経常利益 7,398 11,017 67.1

 

(3）固定資産の減損会計について 

 当社グループが保有する不動産のほとんどは、事業用の事務所・整備工場及び賃貸用機械置場として使用されて

おります。そのため、経営環境の著しい悪化等により、保有資産の投資利回りが悪化した場合には、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
西尾レントオール株式会社 本店 

（大阪市中央区東心斎橋１丁目11番17号） 

西尾レントオール株式会社 東京支店 

（東京都千代田区外神田１丁目18番13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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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

 

会社名 西尾レントオール株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長  西尾 公志 

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。 

 

３ 当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。 

92,965百万円 

 

（参考） 

（平成27年11月30日の上場時価総額） 

東京証券取引所に
おける最終価格 

  発行済株式総数    

3,400円 × 27,089,764株 ＝ 92,105百万円 

         

（平成28年11月30日の上場時価総額） 

東京証券取引所に
おける最終価格 

  発行済株式総数    

3,060円 × 27,089,764株 ＝ 82,894百万円 

         

（平成29年11月30日の上場時価総額） 

東京証券取引所に
おける最終価格 

  発行済株式総数    

3,835円 × 27,091,364株 ＝ 103,895百万円 
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

 

１ 事業内容の概要 

 平成30年２月19日現在、当社グループは、当社及び子会社32社で構成され、建設・設備工事用機器（土木・道路用

機械、高所作業用機械、建築用機械、測量機器等）及びイベント・産業用関連機材の賃貸を主な事業内容とし、その

他関連する事業を行っております。 

 事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけ並びにセグメントとの関連は、次のとおりであります。 

 

（レンタル関連事業）

 当社が主に建設・設備工事用機器及びイベント・産業用関連機材等の賃貸及び販売を行う他、サコス㈱、ニシオテ

ィーアンドエム㈱、㈱ショージ、㈱三央、㈱アールアンドアール、日本スピードショア㈱、ニシオレントオール北海

道㈱及びトーヨーサービス㈱が建設・設備工事用機器の賃貸及び販売を行っております。

 海外においては、SKYREACH GROUP HOLDINGS PTY LTD（他３社）、NORTH FORK PTY LTD（他２社）、NISHIO RENT 

ALL SINGAPORE PTE. LTD.、NISHIO RENT ALL (THAILAND) CO., LTD.、NISHIO RENT ALL (M) SDN., BHD.、NISHIO 

RENT ALL VIETNAM CO., LTD.及びNISHIO T&M (HONGKONG) CO., LTD.他２社が建設・設備工事用機器の賃貸及び販売

を行っております。また、西尾（上海）総合物品租賃有限公司がイベント展示会用機材の仕入及び販売を行っており

ます。

 レンタルに付随する事業として、ニシオワークサポート㈱が建設工事用機械のオペレーション業務、運送及び賃

貸、工事請負を行う他、㈱新光電舎及び双葉電気㈱が工事用電気設備工事の設計監理及び請負、京浜建設㈱が駐車場

サービスの運営、他１社が事業を行っております。

（その他）

 新トモエ電機工業㈱及び山﨑マシーナリー㈱が建設工事用機械の整備及び製造、販売を行う他、㈱大塚工場が鋲螺

類の製造及び販売、西尾開発㈱が損害保険代理業（自賠責保険）及び当社グループ内の不動産の運営管理を行ってお

ります。
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 事業の系統図は次のとおりであります。 
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２ 主要な経営指標等の推移 

(1）連結経営指標等

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 

決算年月 平成25年９月 平成26年９月 平成27年９月 平成28年９月 平成29年９月 

売上高 （百万円） 92,294 104,094 111,405 115,937 123,538 

経常利益 （百万円） 9,675 14,334 12,715 11,292 11,017 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
（百万円） 5,426 8,881 7,561 6,920 7,171 

包括利益 （百万円） 6,084 9,048 8,519 6,241 7,857 

純資産額 （百万円） 54,097 62,275 69,383 74,536 77,017 

総資産額 （百万円） 120,006 137,987 144,771 150,630 159,413 

１株当たり純資産額 （円） 1,955.04 2,254.83 2,503.55 2,687.91 2,895.95 

１株当たり当期純利益金額 （円） 203.02 332.28 282.88 258.90 275.79 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） 202.90 332.04 282.67 258.69 275.55 

自己資本比率 （％） 43.5 43.7 46.2 47.7 46.4 

自己資本利益率 （％） 10.9 15.8 11.9 10.0 9.8 

株価収益率 （倍） 13.5 12.7 8.3 11.4 13.6 

営業活動によるキャッ 

シュ・フロー 
（百万円） 11,376 16,821 13,359 13,516 17,148 

投資活動によるキャッ 

シュ・フロー 
（百万円） △962 △694 △6,104 △6,112 △1,964 

財務活動によるキャッ 

シュ・フロー 
（百万円） △8,055 △8,019 △10,396 △12,189 △16,053 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（百万円） 21,830 29,895 26,722 22,230 21,263 

従業員数 
（人） 

2,596 2,873 3,068 3,324 3,425 

（外、平均臨時雇用者数） (379) (415) (490) (537) (602) 

（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 

決算年月 平成25年９月 平成26年９月 平成27年９月 平成28年９月 平成29年９月 

売上高 （百万円） 61,529 69,374 73,336 76,795 80,511 

経常利益 （百万円） 7,380 10,703 9,221 8,300 8,338 

当期純利益 （百万円） 4,546 10,451 5,996 5,725 6,099 

資本金 （百万円） 6,045 6,045 6,045 6,045 6,048 

発行済株式総数 （千株） 27,089 27,089 27,089 27,089 27,091 

純資産額 （百万円） 47,940 57,599 62,282 66,669 67,380 

総資産額 （百万円） 98,707 114,436 118,826 122,122 124,746 

１株当たり純資産額 （円） 1,793.13 2,154.44 2,329.30 2,493.27 2,638.21 

１株当たり配当額 

（円） 

30.00 50.00 50.00 57.00 57.00 

（うち１株当たり中間配当

額） 
(－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益金額 （円） 170.09 391.01 224.34 214.18 234.54 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） 169.98 390.74 224.19 214.03 234.36 

自己資本比率 （％） 48.6 50.3 52.4 54.6 54.0 

自己資本利益率 （％） 9.9 19.8 10.0 8.9 9.1 

株価収益率 （倍） 16.1 10.8 10.4 13.8 16.0 

配当性向 （％） 17.6 12.8 22.3 26.6 24.3 

従業員数 
（人） 

1,421 1,529 1,629 1,668 1,746 

（外、平均臨時雇用者数） （158） （179） （176） （199） （217） 

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第56期の１株当たり配当額50.00円には、特別配当10.00円を含んでおります。
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株式会社プロネクサス　印刷
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