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 この目論見書により行う株式11,890,060,000円（見込額）の募集

（一般募集）及び株式1,877,890,000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５月18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）又はその委託若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５月19日（土）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５月28

日（月）から平成30年５月31日（木）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（発行価額の総額、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、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］https://www.jia-ltd.com/newsrelease/）

（以下、「新聞等」という。）において公表します。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。

また、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) ／ 2018/05/17 14:12 (2018/05/17 14:12) ／ e30841_wn_18428648_0000000-00_カバー(B5)_os7ジャパンインベストメントA_目.docx 

 

 

 

 

 

 

新株式発行並びに株式売出届出目論見書 
 

 

発行価格 未定 

売出価格 未定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 
 

東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

霞が関コモンゲート 西館34階 



 

 

(1) ／ 2018/05/17 14:12 (2018/05/17 14:12) ／ e30841_wn_18428648_0000000-01_目次_os7ジャパンインベストメントA_目.docx 

目 次 
  頁

【表紙】 

［株価情報等］ 

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】 …………………………………………………………………… 1 

２【大量保有報告書等の提出状況】 …………………………………………………………………………… 2 

第一部 【証券情報】 ……………………………………………………………………………………………… 3 

第１【 募集要項】 ……………………………………………………………………………………………………… 3 

１【新規発行株式】 ……………………………………………………………………………………………… 3 

２【株式募集の方法及び条件】 ………………………………………………………………………………… 3 

３【株式の引受け】 ……………………………………………………………………………………………… 5 

４【新規発行による手取金の使途】 …………………………………………………………………………… 6 

第２【 売出要項】 ……………………………………………………………………………………………………… 7 

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】 ………………………………………………… 7 

２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】 …………………………………………… 7 

【 募集又は売出しに関する特別記載事項】 …………………………………………………………………… 8 

第３【 第三者割当の場合の特記事項】 ……………………………………………………………………………… 9 

第二部 【公開買付けに関する情報】 …………………………………………………………………………… 10 

第三部 【参照情報】 ……………………………………………………………………………………………… 10 

第１【 参照書類】 ……………………………………………………………………………………………………… 10 

第２【 参照書類の補完情報】 ………………………………………………………………………………………… 10 

第３【 参照書類を縦覧に供している場所】 ………………………………………………………………………… 14 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】 ……………………………………………………………………… 14 

第五部 【特別情報】 ……………………………………………………………………………………………… 14 

「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 …………………………………………………… 15 

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ……………………………………………………………………… 16 

 



【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５月18日 

【会社名】 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 

【英訳名】 Japan Investment Adviser Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  白岩 直人 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

霞が関コモンゲート 西館34階 

【電話番号】 03-6804-6805 

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  杉本 健 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

霞が関コモンゲート 西館34階 

【電話番号】 03-6804-6805 

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  杉本 健 

【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 11,890,060,000円 

オーバーアロットメントによる売出し 1,877,890,000円 

（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券

届出書において「発行価額」という。）の総額であ

り、平成30年５月11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５月11

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】 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５月18日から平成30年５月11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 当社は、平成29年９月１日付で当社普通株式１株につき２株の株式分割を行っており、株価、ＰＥＲ及び株

式売買高の推移（週単位）については、下記（注）２乃至４記載のとおり、当該分割を考慮したものとして

おります。 

２ ・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。な

お、平成29年９月１日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を２で除した数値を株価とし

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。 

３ 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（連結） 

・週末の終値については、平成29年９月１日付株式分割の権利落ち前は当該終値を２で除した数値を週末の

終値としております。 

・平成27年５月18日から平成27年12月31日については、平成26年12月期有価証券報告書の平成26年12月期の

連結財務諸表の１株当たり当期純利益を２で除した数値を使用。 

・平成28年１月１日から平成28年12月31日については、平成27年12月期有価証券報告書の平成27年12月期の

連結財務諸表の１株当たり当期純利益を２で除した数値を使用。 
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・平成29年１月１日から平成29年12月31日については、平成28年12月期有価証券報告書の平成28年12月期の

連結財務諸表の１株当たり当期純利益を２で除した数値を使用。 

・平成30年１月１日から平成30年５月11日については、平成29年12月期有価証券報告書の平成29年12月期の

連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

４ 株式売買高については、平成29年９月１日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に２を乗じた数値を株

式売買高としております。 

 

２【大量保有報告書等の提出状況】 

 平成29年11月18日から平成30年５月11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 

（％） 

白岩 直人

平成29年12月20日 平成29年12月26日
変更報告書

（注）１、２

11,375,000 41.72

株式会社こうどうホー

ルディングス
4,900,000 17.97

 （注）１ 白岩直人及び株式会社こうどうホールディングス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に、また大量保有報告書等の写しは当社普通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 2,350,000株 

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 

単元株式数 100株 

 （注）１ 平成30年５月18日（金）開催の取締役会決議によります。 

２ 本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、350,000株を上限として大和証

券株式会社が当社株主より借受け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。

３ 一般募集とは別に、平成30年５月18日（金）開催の取締役会において、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」に記載の大和証券株式会社を割当先とす

る当社普通株式350,000株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議

しております。 

４ 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。 

５ 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 

 

２【株式募集の方法及び条件】

 平成30年５月28日（月）から平成30年５月31日（木）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 2,350,000株 11,890,060,000 5,945,030,000 

計（総発行株式） 2,350,000株 11,890,060,000 5,945,030,000 

 （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、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金

の額を減じた額とします。 

４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年５月11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。 
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（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

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６月１日(金) 

至 平成30年６月４日(月) 

（注）３ 

１株につ

き発行価

格と同一

の金額 

平成30年６月７日(木) 

（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

る需要状況等を勘案した上で、平成30年５月28日（月）から平成30年５月31日（木）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１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は前記

「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の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（発行価額の総額、

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、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］https://www.jia-ltd.com/newsrelease/）（以下、「新聞

等」という。）において公表します。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。また、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、需要状況等を勘案した上で繰り上げ

ることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成30年５月25日（金）から平成30年５月31日

（木）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５月28日（月）から平成30年

５月31日（木）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５月28日（月）の場合、申込期間は「自 平成30年５月29日（火） 至 

平成30年５月30日（水）」、払込期日は「平成30年６月４日（月）」 

② 発行価格等決定日が平成30年５月29日（火）の場合、申込期間は「自 平成30年５月30日（水） 至 

平成30年５月31日（木）」、払込期日は「平成30年６月５日（火）」 

③ 発行価格等決定日が平成30年５月30日（水）の場合、申込期間は「自 平成30年５月31日（木） 至 

平成30年６月１日（金）」、払込期日は「平成30年６月６日（水）」 

④ 発行価格等決定日が平成30年５月31日（木）の場合、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に振替充当します。 

６ 申込証拠金には、利息をつけません。 

2018/05/14 15:08:24／18428648_株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー_有価証券届出書（参照）

- 4 -



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５月28日（月）の場合、受渡期日は「平成30年６月５日（火）」 

② 発行価格等決定日が平成30年５月29日（火）の場合、受渡期日は「平成30年６月６日（水）」 

③ 発行価格等決定日が平成30年５月30日（水）の場合、受渡期日は「平成30年６月７日（木）」 

④ 発行価格等決定日が平成30年５月31日（木）の場合、受渡期日は「平成30年６月８日（金）」 

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」欄に記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店で

申込みの取扱いをします。 

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地 

株式会社りそな銀行 東京営業部 東京都文京区後楽二丁目５番１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。 

 

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 

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 1,222,000株 １ 買取引受けによります。 

２ 引受人は新株式払込金とし

て、払込期日に払込取扱場

所へ発行価額と同額を払込

むこととします。 

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。 

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 470,000株 

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 376,000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 117,500株 

エース証券株式会社 大阪市中央区本町二丁目６番11号 94,000株 

ひろぎん証券株式会社 広島市中区立町２番30号 70,500株 

計 － 2,350,000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） 

11,890,060,000 58,000,000 11,832,060,000 

 （注）１ 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。 

２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成30年５月11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11,832,060,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第

三者割当増資の手取概算額上限1,761,860,000円と合わせた手取概算額合計上限13,593,920,000円について、

以下の通り充当する予定であります。支出時期については、それぞれ平成31年３月末までを予定しておりま

す。 

 

① 環境エネルギー事業 

 環境エネルギー事業は、太陽光やバイオマスという再生可能エネルギーを利用した発電施設を建設し全国

の電力会社に売電する事業であります。同事業については、発電事業のみを対象とすることを目的とした当

社グループの非連結子会社が行うこととしていますが、当該非連結子会社における売電事業の開始にあた

り、発電施設建設のためのソーラーパネルや同ソーラーパネルの架台等の部品の購入資金及び設置工事資金

並びに当該発電施設に関する売電する権利の購入資金として、当社が一時的に立て替えることとし、上記調

達資金のうち2,000,000,000円を当該購入資金及び設置工事資金として充当する予定であります。 

 なお、当社が完工する当該発電施設については、当該非連結子会社が、金融機関からの借入金と投資家か

らの匿名組合出資金にて調達した資金により、完工間近に当社から購入し売電事業を開始いたします。当該

匿名組合出資金の資金調達にあたっては、当社の完全子会社であるＪＰリースプロダクツ＆サービシイズ株

式会社（以下、「JLPS」という。）が当該非連結子会社の匿名組合出資持分につき、私募形式で投資家を募

集いたします。 

 

② パーツアウト・コンバージョン事業

 パーツアウト・コンバージョン事業は、パーツアウト事業とコンバージョン事業とで構成されておりま

す。パーツアウト事業とは、退役航空機の機体を解体し、その各部品を在庫管理し、整備会社、リース会社

及び航空会社へ販売する事業であり、コンバージョン事業とは、機齢の経った旅客機を輸送機等に改造しリ

サイクルする事業であります。 

 上記調達資金のうち3,000,000,000円は、当社の完全子会社であるＪＰＯ第１号株式会社に対する融資資

金に充当する予定であります。ＪＰＯ第１号株式会社は、当社からの融資資金を、パーツアウト事業として

の機体や部品の購入資金及びコンバージョン事業としての機体や部品の購入資金及び機体の改造費用に充当

する予定であります。なお、同社は、上記の機体や部品の購入及び機体の改造の委託については、当社の持

分法適用関連会社であるVallair Capital SAS社との取引を通じて行う予定です。 

 

③ オペレーティング・リース事業

 オペレーティング・リース事業は、JLPSが匿名組合事業の営業者である非連結子会社（以下、「SPC」と

いう。）を通じて投資家からの出資金と金融機関からの借入金によって資金調達を行い、航空機、コンテナ

等を購入したうえで航空会社、船会社等へリースを行う事業であります。投資家からの出資金は匿名組合出

資金にて調達をいたしますが、匿名組合出資金につきましては、将来、投資家へ販売（地位譲渡）すること

を前提に、JLPSが一時的に立替資金を拠出いたします。 

 上記調達資金から上記「①環境エネルギー事業」及び「②パーツアウト・コンバージョン事業」に充当す

る金額を除いた残額については、JLPSが一時的に拠出する立替資金のための融資資金に充当する予定であり

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 350,000株 1,877,890,000 
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

大和証券株式会社 

 （注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、350,000株を上限と

して大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。上記オーバーアロットメ

ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、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（発行価額の総額、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、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］

https://www.jia-ltd.com/newsrelease/）（新聞等）において公表します。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。また、

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５月11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 

６月１日(金) 

至 平成30年 

６月４日(月) 

(注)１ 

100株 

１株につき

売出価格と

同一の金額 

大和証券株式

会社及びその

委託販売先金

融商品取引業

者の本店及び

国内各支店 

－ － 

 （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します。 

２ 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。 

３ 申込証拠金には、利息をつけません。 

４ 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します。 

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 

 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、350,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当

社普通株式（以下、「貸借株式」という。）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上限を示したものであり、需要状況等により減少し、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に関連して、当社は平成30年５月18日（金）開催の取締役会において、一般

募集とは別に、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式350,000株の第三者割当増資（本件第三者割当増資）

を平成30年６月27日（水）を払込期日として行うことを決議しております。また、同取締役会において、本件第三者

割当増資について、会社法上の払込金額は、一般募集における発行価額と同一の金額とすること、会社法上の増加す

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こと、及び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。 

 大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」とい

う。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部

を貸借株式の返還に充当する場合があります。 

 また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成30年６月22日（金）までの間（以下、「シンジケート

カバー取引期間」という。（注））、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社

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株式は全て貸借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、大和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ず、又はオーバーアロット

メントによる売出しを行った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。 

 大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジケ

ートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に

応じる予定であります。 

 したがって、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。 

 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、大和証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、この場合に

は、大和証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） 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５月28日（月）の場合、「平成30年５月31日（木）から平成30年６月22日

（金）までの間」 

② 発行価格等決定日が平成30年５月29日（火）の場合、「平成30年６月１日（金）から平成30年６月22日

（金）までの間」 

③ 発行価格等決定日が平成30年５月30日（水）の場合、「平成30年６月２日（土）から平成30年６月22日

（金）までの間」 

④ 発行価格等決定日が平成30年５月31日（木）の場合、「平成30年６月５日（火）から平成30年６月22日

（金）までの間」 

となります。 
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２ ロックアップについて 

 一般募集に関連して、当社株主である白岩直人及び株式会社こうどうホールディングスは、大和証券株式会社に対

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180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、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは

交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等を行わない旨合意しておりま

す。 

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

は、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券

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、ストックオプションとしての新

株予約権の発行並びに組織再編又は資本業務提携に伴う、平成30年５月18日現在保有している自己株式の処分（ただ

し、当該自己株式の処分数が、一般募集における払込期日前日の最終の当社発行済株式総数に引受人の買取引受けの

対象株式の数を加えた合計の１％未満である場合に限る。）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、大和証券株式会社は、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

を一部又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12期（自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日） 平成30年３月29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13期第１四半期（自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31日） 平成30年５月10日に関東財務局

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５月18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30年３月29日

に関東財務局長に提出 

 

４【訂正報告書】

 訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を平成30年５月２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。）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30年５月18

日）までの間において、変更すべき事項が生じております。以下の「１ 事業等のリスク」は、当該「事業等のリス

ク」を一括して記載したものであり、当該変更箇所については＿＿＿罫で示しております。 

 また、当該有価証券報告書等に記載された「配当政策」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30年５月18日）までの間において変更がありました。以下の「２ 配当政策」は、当該「配当政

策」を一括して記載したものであり、当該変更箇所については＿＿＿罫で示しております。 

 なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「１ 事業等のリスク」及び

「２ 配当政策」に記載されたものを除き、当該事項については本有価証券届出書提出日（平成30年５月18日）現在に

おいてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。 

 

１ 事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業上のリスクと考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上

のリスクに該当しないものについても、投資判断の上で、あるいは当社グループの事業を理解する上で重要と考えら

れる事項については、投資家及び株主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、文中における

将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において当社グループが判断したものであり、当社株式への投資

に関する全てのリスクを網羅するものではありません。 

 

（オペレーティング・リース事業におけるリスクについて）

 当社グループは、当社の子会社であるJLPSがSPCを通じて投資家からの出資金と金融機関からの借入金によって資

金調達を行い、航空機、コンテナ等を購入したうえで航空会社、船会社等へリースを行うオペレーティング・リース

事業を行っております。当該事業におけるリスクは以下のものがあります。

 

① 賃借人（航空会社等）の倒産等の影響を受けるリスク

 賃借人である航空会社等の破産手続、民事再生手続又は会社更生手続等の法的倒産手続の開始等、何らかの理由

で賃借人からSPCに対してリース料が支払われない事態が生じた場合には、オペレーティング・リース事業の収益

が悪化して、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。

 この場合、当社グループが組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退する等して

当社グループが組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となる可能性がありま
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す。その結果、匿名組合契約に基づく権利の販売が減少する等して、当社グループが受け取る業務受託手数料が減

少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 当社グループは、賃借人の倒産等のリスクを軽減するため、世界的な大手航空会社グループを中心にオペレーテ

ィング・リース事業の組成を行っております。また、万一賃借人について法的倒産手続が開始された場合にも、リ

ース物件の売却や新たな賃借人を見つけること等により、オペレーティング・リース事業の収益が悪化しないよう

に対処していく方針であります。しかしながら、このような対応にもかかわらず、不測の事態が発生した場合に

は、当社グループの業績が悪化することは否定できず、この場合、投資家の投資意欲が減退し、匿名組合契約に基

づく権利の販売が減少する等して、当社グループが受け取る業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

 

② 残存価格（将来のリース物件売却価額）の変動リスク 

 リース期間が終了した後、賃借人がリース物件を購入しない場合には、SPCは市場を通じて第三者に売却するこ

とになりますが、当該オペレーティング・リースを組成した当時の想定売却価額より低い価額でしか売却できない

事態となった場合には、オペレーティング・リース事業の収益が悪化して、当該事業に投資している投資家が損失

を被る可能性があります。

 この場合、当社グループが組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退する等して

当社グループが組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となる可能性があり、そ

の結果、匿名組合契約に基づく権利の販売額が減少する等して、当社グループが受け取る業務受託手数料が減少

し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 当社グループは、リース物件の売却価額について、組成時の当初想定売却価格を保守的に見積もると共に、将来

のマーケットを予測し、案件によっては買取オプションやリース延長オプションを設定する等の幾つかの専門的な

対策を施し、価格変動のリスクに対処しております。しかしながら、このような対処にもかかわらず、不測の事態

が生じた場合には、当該事業の収益が悪化する可能性は否定できず、この場合、投資家の投資意欲が減退し、匿名

組合契約に基づく権利の販売が減少する等して、当社グループが受け取る業務受託手数料が減少し、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。

 

③ 商品出資金に計上している匿名組合契約に基づく権利について 

 当社グループは、SPCに係る匿名組合契約に基づく権利について、投資家にこれを譲渡することを前提に一時的

に取得する場合があり、当該匿名組合契約に基づく権利を貸借対照表の「資産の部」に通常の「出資金」と区別し

て「商品出資金」として取得価額で計上しております。

 従って、当社グループが当該商品出資金を保有している間に、リース物件の価額の下落、賃借人の信用の悪化、

為替相場の変動等の事由により当該商品出資金の価値が取得価額を下回った場合には、当該商品出資金について評

価損又は譲渡損を計上することになり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 また、当社グループが保有する商品出資金を譲渡する投資家を見つけることが出来なかった場合には、当社グル

ープが当該出資金の譲渡に伴い受け取ることを見込んでいた業務受託手数料を受け取ることができず、また、この

ような場合、当該出資金に係る持分について、当社グループが投資家としてオペレーティング・リース事業に関与

することになるため、リース物件の価額の下落等の事情が生じることにより、当該持分の出資金の全部又は一部を

回収できなくなる可能性があります。

 

④ 為替リスクについて

ⅰ）業務受託手数料の換算額に対する影響について

 JLPSがSPCから受け取る業務受託手数料は、主に外貨建てとなっております。このため、為替相場が円高にな

った場合には、当該業務受託手数料を円に換算した時に為替相場の変動の影響を受ける結果、当該業務受託手数

料が当初の想定額よりも少なくなることにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

ⅱ）新規オペレーティング・リース事業に対する影響

 当社グループが組成するオペレーティング・リース事業では、リース物件の売却が外貨建てで行われる場合に

おいて、当該オペレーティング・リース事業の組成時点の為替レートよりも円高となった場合には、投資家にと

ってオペレーティング・リース事業の円換算後の損益が悪化し、当該事業に投資している投資家が損失を被る可

能性があります。

 また、リース期間満了時に、投資家が受け取る出資金は外貨建てが多く、出資時よりも円高となった場合に

は、受取額が当初出資額よりも減少し、投資家にとってオペレーティング・リース事業の円換算後の損益が悪化

し、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。

 このように、投資家が将来、円高となってオペレーティング・リース事業の損益または収支が悪化し、損失を

被ると予測した場合には、投資家の投資意欲が減退し、当社グループが組成する新規のオペレーティング・リー
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ス事業への投資を募ることが困難となる等の可能性があり、その結果、匿名組合契約に基づく権利の販売が減少

する等して、当社グループの業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

ⅲ）商品出資金の譲渡に対する影響について 

 当社グループが、外貨建で取得した商品出資金を投資家に円建で譲渡するにあたり、当該商品出資金の地位譲

渡価格をオペレーティング・リース事業組成時点の為替レートの水準に基づいて決定しております。

 このため、当該商品出資金の取得後に急激に為替相場が円高傾向になった場合には、当該オペレーティング・

リース事業の組成時点での為替レート水準で算定される商品出資金の価格に比して割高となり、投資家の投資意

欲が減退し、当該商品出資金を購入する投資家が減少する等の理由により、当初の販売計画に遅れが生じ、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

（ボーイング社からの新造機調達計画についてのリスク）

 当社は、ボーイング社が製造する航空機ボーイング737MAX８を10機発注しております。

 当該機体は2021年以降順次デリバリーされる予定ですが、何らかの理由により当該機体のデリバリーが遅延した場

合には、予定したエアラインへのリースが遅れることになり、当社グループの航空機リース事業に影響を及ぼす可能

性があります。

 

（環境エネルギー事業におけるリスク） 

 当社グループでは、環境エネルギー事業の一環として、太陽光発電事業を行っております。当該事業においては、

政府による再生可能エネルギー法及び関連法制度等の法的規制を受けていることから、政府の諸事情により、これら

の法制度が変更され、固定買取価格制度等が変更された場合には、当社グループが管理するファンドの組成、運営に

影響を及ぼす可能性があります。

 

（航空機を対象としたパーツアウト・コンバージョン事業におけるリスク） 

 当社グループは第10期（平成27年12月期）より航空機を対象としたパーツアウト・コンバージョン事業を開始して

おります。パーツアウト事業とは、退役航空機の機体を解体し、その各部品を在庫管理し、整備会社、リース会社及

び航空会社へ販売するものであり、コンバージョン事業とは機齢を経た旅客機を輸送機等に改造しリサイクルし、転

売する事業であります。

 当社グループといたしましては、これまでの航空機を対象としたオペレーティング・リース事業の組成・販売を通

じて培ったノウハウ、ネットワーク等を活用することにより当該事業に係るリスクの軽減を図る方針であります。し

かしながら、当該事業は航空業界の設備投資動向に影響を受けているため、世界的な経済情勢の悪化及び地政学的リ

スクにより、航空機需要が減少したり、機体等が想定価格よりも低価額でしか売却できない場合等には、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（プライベート・エクイティ事業におけるリスク）

 当社は、プライベート・エクイティ投資事業として、株式上場を目指す投資先企業の選定及び育成支援を行ってお

り、本有価証券届出書提出日現在、当社グループを通じた出資先は８社となっております。

 出資にあたっては、対象企業についてデューデリジェンスを行うことにより、リスクを極力低減させることに努め

ておりますが、出資前に発見できなかった又は出資後に発生した法令違反、未認識債務等が顕在化した場合や、投資

先の今後の業績が当社想定を下回る場合には、株式上場の遅延・中止から当社回収計画を下回る可能性があり、ま

た、当社保有有価証券等の減損適用等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

（法的規制について） 

① 金融商品取引法について

 オペレーティング・リース事業において締結される匿名組合契約等に基づく投資家の権利は、金融商品取引法第

２条第２項第５号の有価証券に該当するため、当社グループは金融商品取引法及び金融商品販売法をそれぞれ遵守

しなければなりません。

 JLPSは、オペレーティング・リース事業において、匿名組合契約に基づく権利を含む匿名組合出資持分等の私募

の取扱等の業務を行っているため、金融商品取引法第29条に基づく第二種金融商品取引業の登録を受けておりま

す。金融商品取引法では、第52条にて登録取消、業務停止等となる要件を定めており、これに該当した場合、JLPS

に対して登録の取消、業務の停止命令を受けることがあります。

 当社グループでは、かかる業務を行うにあたり、法令規則の遵守を徹底しており、本書提出日現在において、か

かる登録の取消事由に該当する事実はないと認識しておりますが、今後、何らかの事由によりJLPSが登録の取消や

業務の停止命令の行政処分を受けた場合には、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。
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② 税務その他関連する法令 

 SPCを用いたオペレーティング・リース事業は、現行の税務、会計その他当該事業に関する法令等に基づいて組

成を行っております。

 当社グループは、オペレーティング・リース事業を組成する際に、個々に税理士、弁護士等から意見を聴取する

等により、関連する法令等の内容及びその法解釈について確認を行っております。しかしながら、将来、当該法令

等が改正され若しくは新たに制定されることにより課税の取扱いに変更が生じた場合には、当社グループが組成す

るオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退して、当社グループが組成する新規のオペレー

ティング・リース事業への投資を募ることが困難となる等の可能性があり、その結果、匿名組合契約に基づく権利

の販売が減少する等して、当社グループの業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。

 

（特定業種への依存について） 

 当社グループのオペレーティング・リース事業の対象物件は、現時点では航空機が中心のため、航空業界の設備投

資動向に当該オペレーティング・リースの組成動向が影響を受ける可能性があり、結果として当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

 また航空業界あるいは対象物件の属する業界の状況次第では、投資家の賃借人への信頼度が低下したり、リース期

間満了時の物件売却価額が低下する可能性があるため、投資家の投資意欲が減退し匿名組合契約に基づく権利の販売

が減少する等して、当社グループの業務受託手数料が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。

 

（資金調達に関するリスク） 

 当社グループは、SPCに係る匿名組合契約に基づく権利を、投資家に譲渡することを前提に一時的に取得する場合

があり、その取得資金は自己資金によるほか、金融機関からの借入金によっております。経済情勢の悪化等何らかの

理由により、金融機関からの借入が実行できなくなる場合、当社グループにとって必要となる資金を適時に調達でき

なくなる可能性があることから、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

（財務制限条項に係るリスク） 

 オペレーティング・リース事業における匿名組合契約に基づく権利を立替取得するための資金は、自己資金、金融

機関からの個別借入金によるほか、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結し、必要に応じて借入を実行

することで調達しております。

 これらの契約には、各年度の連結決算及び第２四半期決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額を直前期の

基準となる決算期の75％以上に維持することや、連結損益計算書、第２四半期連結損益計算書の経常利益（金融機関

によっては営業利益）を損失としないこと等、財政状態及び経営成績に関して一定の数値以上を維持することを取り

決めた財務制限条項が含まれているものがあります。

 そのため、当社グループの業績が悪化し、財務制限条項に抵触した場合には、借入金の返済義務の発生等、当社グ

ループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（重要な訴訟事件等に関わるリスク） 

 当社グループは、オペレーティング・リース事業並びにその他投資銀行業務を展開しておりますが、これらに関連

して、投資家や紹介者等より法的手続等を受ける可能性があります。当社グループが今後当事者となる可能性のある

訴訟及び法的手続の発生や結果を予測することは困難ではありますが、当社グループに不利な結果が生じた場合に

は、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

（当社グループの非連結子会社が連結の範囲に含まれるリスク） 

 当社グループが組成する案件にて営業者となるSPCは、連結の範囲に含めることにより利害関係者の判断を大きく

誤らせるおそれがあることから、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号）第５号第１項第２号に基づき当社グループの連結の範囲に含めておりません。 

 今後におきまして、その根拠を否認する様な規則等が制定され、当社グループが組成する案件にて営業者となる

SPCが連結の範囲に含まれることにより、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。 
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（会社組織に関するリスクについて） 

① 創業者への依存について

 当社グループの創業者は代表取締役社長である白岩直人であります。同氏は、当社グループ設立以来の最高経営

責任者であり、経営方針や経営戦略の決定をはじめ会社の事業推進及び営業施策とその推進において重要な役割を

果たしております。

 当社グループでは、各業務担当取締役及び部門長を配置し、各々が参加する定期的な会議体にて、意見等の吸い

上げや情報共有等を積極的に進めております。また、適宜権限の移譲も行い、同氏に依存しない経営体質の構築を

進めておりますが、何らかの理由により同氏に不測の事態が生じた場合、または、同氏が退任するような事態が発

生した場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。

 

② 小規模組織に伴うリスク

 当社グループは社歴が浅く、社員数等組織の規模が小さく内部管理体制は相互牽制を中心としたものとなってお

ります。今後は事業を拡大していく上で、営業・管理等においてそのビジネススキルとセンスを持つ人材を確保す

ること、及び人材の育成が重要な課題であると認識しており、優秀な人員の増強及び内部管理体制の充実・強化を

図っていく予定であります。しかしながら、当社グループの求める人材が十分に確保できない場合、現在在職して

いる人材が流出し必要な人材が確保できなくなった場合、又は当社グループの事業の拡大に伴い適切かつ十分な人

的又は組織的対応ができなくなった場合、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

２ 配当政策

 当社は、株主への利益還元を重要視しており、配当政策についても重要な経営課題のひとつとして認識しておりま

す。剰余金の配当につきましては財務基盤の拡充や業績向上への人的投資とのバランスを考慮しながら、業績と連動

した配当の実施を基本方針としております。

 当社は設立以来、業績向上のための人的投資や財務基盤を強固にすることが重要であると考え、配当を控えており

ましたが、上場来連続で最高益を更新し、業績も好調に推移したことから、第11期（平成28年12月期）から配当を実

施しております。第12期（平成29年12月期）は６円（株式分割考慮前）の中間配当を実施し、期末は６円（株式分割

考慮後）の配当を実施いたしました。

 なお当社は、会社法第454条５項に規定される中間配当をすることができる旨を定款に定めております。配当の決

定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える商品開発、営業

体制を強化し有効投資してまいりたいと考えております。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 本店 

（東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 霞が関コモンゲート 西館34階） 

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。 

 

2018/05/14 15:08:24／18428648_株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー_有価証券届出書（参照）

- 14 -



「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 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 

代表者の役職氏名 代表取締役社長  白岩 直人 

 

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。 

70,019百万円 

 

（参考） 

（平成28年３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    

3,415円 × 11,136,500株 ＝ 38,031百万円 

（平成29年３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    

4,385円 × 12,310,600株 ＝ 53,981百万円 

（平成30年３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    

4,330円 × 27,262,200株 ＝ 118,045百万円 
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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 

 当社グループは、平成30年３月31日現在、当社、連結子会社ＪＰリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社（以

下、ＪＬＰＳという。）他10社、持分法適用関連会社４社並びに匿名組合事業の営業者である非連結子会社（以下、

ＳＰＣという。）137社、匿名組合事業の営業者となる予定である非連結子会社72社、及びその他の非連結子会社２

社で構成されております。 

 当社グループは、金融ソリューション事業、メディア事業及びその他事業から構成されており、金融ソリューショ

ン事業においては、オペレーティング・リース事業を中心に、環境エネルギー事業及びパーツアウト・コンバージョ

ン事業を営んでおります。その他事業においては、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、保険代理店事業及びプライベート・

エクイティ事業等を営んでおります。当社では、オペレーティング・リース商品を中心とした事業投資商品の企画・

開発を行い、ＪＬＰＳは、第二種金融商品取引業登録業者として、同商品の組成、販売、運営管理並びに出口の各業

務を行っておりますが、当該事業において両社は一体となって事業を展開しております。以下においてはそれを前提

として記載いたします。 

 なお、ＪＬＰＳを除くオペレーティング・リース事業を行う上で利用している子会社（ＳＰＣ）は、すべて連結対

象とはしておりません。 

 当社の事業セグメントは、金融ソリューション事業及びメディア事業としております。以下の主要なセグメントで

ある金融ソリューション事業についての記載については、提供するサービスで区分しております。 

［１］オペレーティング・リース事業について 

(1）オペレーティング・リース事業の内容 

 オペレーティング・リース事業では、当社及びＪＬＰＳが、航空機やコンテナを対象としたオペレーティン

グ・リースのアレンジメントをしており、当社の非連結子会社であるＳＰＣがリース事業の営業者となって、当

該リース事業を遂行します。 

 当社グループは、ＳＰＣから組成、販売、管理並びに出口といったオペレーティング・リース事業運営に必要

な一連の業務を受託することで、手数料を得ております。 

 事業系統図で示すと次表のとおりであります。 

 

（注１） 本書における「オペレーティング・リース事業」とは、主に以下の要素を持つ一連のリース業の仕組み

を指し、一般的に「日本型オペレーティング・リース（ＪＯＬ）」と呼ばれております。詳細は「(2）

一般的なオペレーティング・リース事業の仕組み（ご参考）」をご参照ください。 

・ＳＰＣが、投資家との間で匿名組合契約を締結し、出資を受け入れ、また金融機関からの資金調達を

行う。 

・調達した資金により、主として航空機やコンテナを取得し、オペレーティング・リースにより賃貸を

行う。 

・投資家が、当該事業の損益を、投資家自身の決算に取り込むことで、資金を効率的に活用することが

できる。また、リース物件売却によるキャピタルゲインも享受できる。 

（注２） ＳＰＣとは、「特別目的会社（Special Purpose Company）」の略であります。一般的には、株式、債

券の発行等の特別な目的のために作られた会社のことであります。当社では、オペレーティング・リー

ス事業を行うに際して、当該事業の損益及び収支等を明確にするために、個別案件ごとにＳＰＣを利用

しております。 

（注３） 投資家は、匿名組合出資を行うことで、「匿名組合契約に基づく権利」を取得します。当該「匿名組合

契約に基づく権利」は、金融商品取引法第２条第２項第５号の有価証券に該当します。 

（注４） ＪＬＰＳは、全国の都市銀行、地方銀行、証券会社、会計事務所、コンサルティング会社等と顧客紹介

に係る契約を締結し、その顧客（投資家）を紹介して頂きます。ＪＬＰＳは、投資家に対して直接商品

説明を行い、成約に至った場合には、紹介者に紹介手数料を支払っております。 
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（事業系統図） 
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 当社グループがオペレーティング・リース事業を行うに際しての業務の流れ（案件受注からリース満了まで）

は、以下のとおりです。 

 ＪＬＰＳは、以下の一連の業務を、組成、販売、管理並びに出口の各業務に区分した上で、その各業務に対応

した手数料をＳＰＣから得ております。ＪＬＰＳでは、組成・販売に関してはアレンジメントフィー、管理に関

してはマネジメントフィー、満了時の処理に関しては再販手数料／リースリマーケティングフィーとして各々売

上に計上しております。 

業務 内容 売上項目 

１．案件受注（組成）
関係各社と交渉の結果、航空会社等の賃借人からリース事業を

受注することで、業務を開始します。

① アレンジメントフィー

２．案件組成（組成）

賃借人が要求するリース条件、金融機関からの借入条件、投資

家への販売予定額等の諸条件を総合的に勘案し、当社子会社

（ＳＰＣ）において、オペレーティング・リース事業を組成し

ます。

３．私募の取扱（販売）

リース開始日以前は、投資家に対して当社子会社（ＳＰＣ）の

匿名組合契約に基づく権利の取得勧誘を行います。

この勧誘行為は、金融商品取引法上、有価証券の私募の取扱い

に該当します。

４．リース開始（組成）
リース契約に基づき、当社子会社（ＳＰＣ）において、オペレ

ーティング・リース事業が開始されます。

５．地位譲渡（販売）

リース開始日以後、当社子会社（ＳＰＣ）に匿名組合契約に基

づく権利の未販売分がある場合には、投資家に対して、ＪＬＰ

Ｓが取得した当該権利の地位譲渡を行います（注）。この譲渡

行為は、金融商品取引法上の有価証券の売買に該当します。

６．案件管理（管理）

オペレーティング・リース事業の運営に係る匿名組合契約に基

づく報告、当該子会社（ＳＰＣ）の会社運営上必要とされる記

帳、税務申告等の一切の管理業務を行います。

② マネジメントフィー

７．リース満了（出口）
リース期間満了後、リース物件の売却、借入金の返済等を行

い、残余財産を投資家に配分します。

③ 再販手数料／リースリ

マーケティングフィー

 （注） リース開始時点で、当社子会社（ＳＰＣ）に匿名組合契約に基づく権利の未販売分がある場合には、ＪＬＰＳ

は、投資家に地位譲渡することを前提に一時的に立替取得致します。当該立替取得した権利の未販売分は、投

資家に地位譲渡するまで、貸借対照表上の「商品出資金」に計上しております。 

 

 各手数料の内容は以下のとおりであります。 

売上区分 内容 売上計上時期 手数料の決定方法 

① アレンジメントフィー

案件組成、私募の取扱若

しくは地位譲渡に対する

手数料

「３．私募の取扱」の場合

当該ＳＰＣが、投資家から匿名組合契約

に基づく出資を受け入れ、リースを開始

した時点（注）

「５．地位譲渡」の場合

ＪＬＰＳが投資家と匿名組合契約の地位

譲渡契約を締結し、全投資家から譲渡代

金の入金が完了した時点（注）

オペレーティング・

リース事業の組成に

際して、賃借人、金

融機関等と交渉して

決定した手数料やそ

の他の市場実勢を参

考にして決定

② マネジメントフィー
管理業務を行うことによ

る手数料
管理期間に対応した額を売上計上  

③
再販手数料／リースリ

マーケティングフィー

物件の売却若しくは再リ

ースの設定に対する手数

料

リース契約満了時に物件を売却した時点

若しくは新たなリース契約を締結した時

点

 

 （注） 原則的な方針を示しており、案件の契約条件によっては、異なる方法を採用する場合があります。 

 

 匿名組合契約に基づく権利は、金融商品取引法第２条第２項第５号の有価証券に該当するため、ＪＬＰＳが行

う販売行為は、金融商品取引法上の有価証券の私募の取扱及び有価証券の売買に該当します。そのため、ＪＬＰ

Ｓは、第二種金融商品取引業者の登録（関東財務局長（金商）第2606号）を行い、各種規制を遵守するための体

制を整備・構築・運用しております。 
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(2）一般的なオペレーティング・リース事業の仕組み（ご参考） 

 オペレーティング・リース事業とは、投資家が航空機等のリース事業に出資し、リース期間中の事業損益の取

り込みを行うことで、資金を効率的に活用することができ、また、リース期間満了時にリース物件を売却して、

キャピタルゲインを追求する一連の取引を指します。 

 

 

 

① 投資家は、案件ごとに設立されるリース事業営業者（以下「営業者」という。）と匿名組合契約（注１）を

締結し、航空機等のリース物件価格の約30％（注２）を出資します。 

② 営業者は、リース物件価格の約70％（注２）を営業者（組合員含む）に遡及しないノンリコースローン（リ

ミテッドリコースローン）契約（注３）で金融機関から借入れます。 

③ 営業者は、投資家からの出資金と金融機関からの借入金をあわせ、メーカー等からリース物件を購入しま

す。 

④ 営業者は、直ちにリース物件を賃借人にリース（注４）し、リース事業を開始します。 

⑤ 賃借人は、リース契約に基づいて、定期的にリース料を営業者に支払います。 

⑥ 営業者は、リース料収入により、借入金の元金と利息を金融機関に返済します。 

⑦ 営業者は、定期的に匿名組合事業の決算を行い、事業の損益を出資割合に応じて投資家に配分します。 

⑧ リース期間終了後、営業者はリース物件を市場等で売却し、売却代金からノンリコースローン（リミテッド

リコースローン）の返済後の残余額を出資割合に応じて投資家に配分します。 

（注１） 匿名組合契約とは、商法第535条から第542条に規定されており、匿名組合員が営業者の行う事業のた

めに出資をなし、その営業により生ずる利益を配分することを約する契約です。そのため、匿名組合

事業から発生する損益は、すべて匿名組合員に帰属します。 

（注２） 案件によって、比率は異なります。 

（注３） ノンリコースローン（リミテッドリコースローン）契約とは、返済原資を借入人（営業者）が保有す

る特定の資産から生ずる将来のキャッシュ・フロー（リース料や資産の売却代金を含む）に限定し、

借入人の他の資産に遡及させないローン契約をいいます。 

（注４） リースは、オペレーティング・リースによります。 
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 賃借人は、①調達コストの低減、②費用の平準化、③資金調達能力の向上（注）、④オフバランスなどを目的

としてオペレーティング・リースを活用します。 

（注） オペレーティング・リース事業の場合、物件の調達資金のうち、30％前後は、利息負担の少ない投資家

からの拠出金によるため、賃借人が、自ら物件を購入する場合に比べ、金融機関からの資金調達額を少

なくすることが可能となり、利息負担や、金融機関の与信枠の使用を少なくすることが可能となりま

す。 

 

 オペレーティング・リース事業では、匿名組合事業の損益は、定率法を選択することにより、リース期間前半

には減価償却費等の費用が、収益よりも先行して発生するため赤字となる傾向にあり、一方、リース期間後半に

は減価償却費等が減少するため、黒字となる傾向があることから、匿名組合事業にとって資金を効率的に活用す

ることが可能となります。さらに、投資家は、匿名組合契約に基づき、出資割合に応じた事業損益の配分を受け

ることで、資金を効率的に活用することが可能となります。 

 

［２］環境エネルギー事業について 

 当社は、当社の非連結子会社であるＳＰＣを事業者として設立し、環境エネルギー事業の一環として、太陽光

発電事業を行っております。当該スキームは、典型的には当社が工事等請負契約を締結し建設工事費用を立て替

え、完工間近にＳＰＣへ資産を譲渡いたします。同時にＪＬＰＳが当該ＳＰＣの匿名組合出資持分につき、私募

形式で投資家を募集致します。当該事業において、当社グループは、事業開始時に所定の手数料を得ます。 

 この場合、事業系統図は次表の通りであります。 
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［３］パーツアウト・コンバージョン事業について 

 パーツアウト事業とは、退役航空機を購入し、その機体を解体し、各部品を在庫管理し、世界中のユーザー

（整備会社、リース会社、航空会社等）へ販売するものであり、コンバージョン事業とは機齢の経った旅客機を

購入し、輸送機等に改造しリサイクルするものであります。 

 パーツアウト事業、コンバージョン事業はともに、航空機のオペレーティング・リース事業における出口戦略

の選択肢を多様化することができ、顧客の投資リスクの軽減を可能に致します。 

 当社グループにおいては、当社の持分法適用関連会社であるVallair Capital SAS社が航空機等の購入、機体

の改造、在庫管理等を行っており、当社は連結子会社であるＪＰＯ第１号株式会社を通じて同社に資金的な援助

を行っております。 

 

［４］メディア事業について 

 当社グループでは、子会社である株式会社日本證券新聞社及び株式会社日本證券新聞リサーチにおいて、メデ

ィア事業を展開しております。株式会社日本證券新聞社が、新聞・出版事業、広告事業を担い、株式会社日本證

券新聞リサーチが、全国の上場企業へのＩＲ支援事業等を行っております。 

 

［５］その他事業について 

 上記の他、当社はＭ＆Ａアドバイザリー事業、保険代理店事業、プライベート・エクイティ投資事業等を行っ

ております。 

 Ｍ＆Ａアドバイザリー事業は、顧客の事業の売却等に関して、仲介、アドバイザリー契約を締結し、手数料を

得るとともに、事業売却が成功した際には、所定の成功報酬を得ます。 

 保険代理店事業は、主に法人様向けに生命保険商品の販売を実施し、代理店手数料を獲得しております。 

 また、プライベート・エクイティ投資事業により、成長企業に資金を供給し、企業の持続的な成長をサポート

し企業価値の増大を図り、投資収益の獲得を目指しております。 
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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８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 

売上高 （千円） 520,456 1,049,181 2,805,546 5,913,072 8,568,766 

経常利益 （千円） 265,657 681,766 1,267,075 2,240,616 4,176,104 

親会社株主に帰属する当期純

利益 
（千円） 175,941 423,295 764,569 1,390,198 2,726,775 

包括利益 （千円） 175,941 423,295 764,679 1,489,185 2,671,504 

純資産額 （千円） 528,127 1,367,368 1,932,178 6,756,799 14,255,835 

総資産額 （千円） 708,157 14,104,782 9,404,120 28,195,053 66,015,632 

１株当たり純資産額 （円） 25.76 61.39 87.70 276.44 526.33 

１株当たり当期純利益金額 （円） 11.92 20.17 34.48 59.08 107.12 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
（円） － 19.42 33.10 56.53 102.93 

自己資本比率 （％） 74.6 9.7 20.5 23.9 21.5 

自己資本利益率 （％） 54.5 44.7 46.3 32.1 26.0 

株価収益率 （倍） － 47.36 26.55 30.39 29.45 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） 134,993 △11,148,234 7,409,801 △11,469,494 △23,085,972 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） △1,248 △54,870 △597,815 △250,049 △2,806,926 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） 103,000 12,163,338 △5,724,157 15,901,401 30,749,867 

現金及び現金同等物の期末残

高 
（千円） 298,658 1,276,898 2,379,154 6,660,011 11,484,722 

従業員数 
（人） 

9 11 40 60 93 

（外、平均臨時雇用人員） (1) (1) (4) (4) (6) 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

３．第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。 

４．第８期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

５．当社は、平成26年４月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年５月２日付で普通株式１株につき

200株の株式分割を行っております。そして、平成26年12月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年

１月１日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。また、平成29年７月６日開催の取締役

会の決議に基づき、平成29年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第８期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

６．当社は、平成26年９月11日付で、東京証券取引所マザーズに上場したため、第９期の潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額は、新規上場日から平成26年12月末までの平均株価を期中平均株価と看做して算定して

おります。 

７．当社及び連結子会社は、第10期より案件組成に係る費用の会計処理を変更しており、第８期及び第９期の主

要な経営指標等について遡及修正後の数値を記載しております。 

８．当社は、平成28年４月25日を払込期日とし、普通株式950,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に

伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成28年５月25日を払込期日とし、普通株式

105,100株の第三者割当増資を実施しております。 

2018/05/11 21:52:41／A8428646_株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー_一般その他

- 22 -



９．当社は、平成29年７月25日を払込期日とし、普通株式1,070,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資

に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成29年８月23日を払込期日とし、普通株式

160,500株の第三者割当増資を実施しております。 
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(2）提出会社の経営指標等 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月

売上高 （千円） 216,979 365,683 726,972 1,341,545 2,376,706

経常利益又は経常損失（△） （千円） 28,531 △18,016 325,776 555,836 2,035,041

当期純利益又は当期純損失

（△） 
（千円） 21,811 △13,224 243,496 315,346 1,463,516

持分法を適用した場合の投資

利益 
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 170,000 377,972 377,972 2,061,367 4,544,181

発行済株式総数 （株） 10,250 2,227,300 11,136,500 12,310,600 27,262,200

純資産額 （千円） 326,581 729,302 772,929 4,516,265 10,731,010

総資産額 （千円） 383,671 8,032,967 3,839,791 15,749,412 35,875,042

１株当たり純資産額 （円） 15.43 32.75 35.08 184.78 396.71

１株当たり配当額 

（円） 

－ － － 5.00 9.00

（うち１株当たり中間配当

額） 
(－) (－) (－) (2.00) (3.00) 

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△） 

（円） 1.47 △0.63 10.98 13.40 57.49

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 
（円） － － 10.54 12.82 54.89

自己資本比率 （％） 85.1 9.1 20.1 28.6 29.9

自己資本利益率 （％） 11.0 － 32.4 11.9 19.2

株価収益率 （倍） － － 83.38 133.96 54.88

配当性向 （％） － － － 37.31 15.65

従業員数 
（人） 

9 11 20 40 54

（外、平均臨時雇用人員） (1) (1) (2) (2) (4)

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

３．第９期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

４．第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。 

５．第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。 

６．持分法を適用した場合の投資利益については、第８期から第12期は連結財務諸表を作成しているため、記載

しておりません。 

７．第８期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

８．第９期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

９．第８期から第10期の配当性向については、無配のため記載しておりません。 

10．当社は、平成26年４月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年５月２日付で普通株式１株につき

200株の株式分割を行っております。そして、平成26年12月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年

１月１日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。また、平成29年７月６日開催の取締役

会の決議に基づき、平成29年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第８期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

11．第10期より、案件組成に係る費用の会計処理を変更しており、第９期の経営指標等について、遡及修正後の

数値を記載しております。 
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12．当社は、平成28年４月25日を払込期日とし、普通株式950,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に

伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成28年５月25日を払込期日とし、普通株式

105,100株の第三者割当増資を実施しております。 

13．当社は、平成29年７月25日を払込期日とし、普通株式1,070,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資

に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成29年８月23日を払込期日とし、普通株式

160,500株の第三者割当増資を実施しております。 
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株式会社プロネクサス　印刷
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