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【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(注)１

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当

(発行価額の総額)　　　56,367,750円

(新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額)

　　　　　　　　　　　56,393,250円

(注) １ 新株予約権証券は、2020年５月22日開催の当社報酬委員

会並びに当社取締役会の決議に基づき、ストック・オプ

ション付与を目的としたイオン株式会社第1８回新株予約

権として発行されるものである。

２ 発行価額の総額および発行価額の総額に新株予約権の行

使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

は、本届出書提出日以降の株価変動の可能性に基づき算

出した本有価証券届出書提出時の見込額である。

３ 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、

新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した場合

および当社が取得した新株予約権を消却した場合には、

発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額の合計額を合算した金額は減少する。

 
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 イオン株式会社　東京事務所

 (東京都千代田区神田錦町一丁目１番地)

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18回新株予約権証券)

(1) 【募集の条件】

 

発行数 255個

発行価額の総額
56,367,750円(注)

(注)本届出書提出日以降の株価変動の可能性に基づく見込額である。

発行価格

発行価格算定方法としては、以下の算式及び(2)から(7)までの基礎数値に基づき、ブラッ

ク・ショールズ・モデルにより算出した１株当たりのオプション価格に各募集新株予約権

の目的である株式の数を乗じた金額(１円未満の端数は切り上げ)とする。

 

 

 
(1) １株当たりのオプション価格(Ｃ)

(2) 株価(Ｓ)：2020年６月21日の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

(終値がない場合は、前取引日の基準値段)

(3) 行使価格(Ｋ)：１円

(4) 予想残存期間(ｔ)　： 7.5年

(5) ボラティリティ(σ):7.5年間(2012年12月14日から2020年６月21日まで)の各取引日に

おける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

(6) 無リスクの利子率(ｒ)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

(7) 配当利回り(λ)：直近年度の配当総額÷上記(2)で定める株価。但し、記念配当を除

いて算出。

(8) 標準正規分布の累積分布関数(Ｎ(・))

(注)　2020年６月21日に決定する予定である。

申込手数料 該当事項なし

申込単位 １個

申込期間 2020年６月21日

申込証拠金 該当事項なし

申込取扱場所 イオン株式会社　ＩＲ・ＳＲ部(または、その時々における当該業務担当部門)とする。

払込期日 2020年６月21日

割当日 2020年６月21日

払込取扱場所 イオン株式会社　グループ人事部(または、その時々における当該業務担当部門)とする。
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(注) １　本新株予約権証券は、2020年５月29日開催の当社報酬委員会及び当社取締役会の決議に基づき発行されるも

のである。

２　申込みの方法

新株予約権の割当を受ける者(以下「新株予約権者」という。)は、2020年６月21日に当社との間で「新株予

約権総数引受契約」を締結する。

３　新株予約権の募集は、ストック・オプションの目的をもって行うものであり、当社執行役及び当社グループ

会社取締役等(以下、「執行役等」という。)に対する割当である。

当社グループ会社とは、子会社及び関連会社をいう。この場合の当社グループ会社取締役等とは、イオン株

式会社執行役に準ずる対象者(取締役及び執行役)をいう。

本募集の割当ての内訳は、以下のとおりである。

当社執行役　　　10名(合計　217個)

当社グループ会社取締役等　　18名(合計　38個)

４　払込期日及び払込取扱場所

本新株予約権は、割当日における企業会計基準第８号のストック・オプション等に関する会計基準及び企業

会計基準適用指針第11号のストック・オプション等に関する会計基準の適用指針などに基づく、公正な評価

額に相当する金額を執行役等報酬として執行役等に付与した上で、当該報酬との相殺の形態によりこれに相

当する新株予約権を発行するため、新株予約権と引き換えに金銭の払い込みは行わず、上記部署が管理を行

う。
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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

イオン株式会社　普通株式

完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない当社における標準となる株式

単元株式数は100株

新株予約権の目的とな

る株式の数

25,500株(本新株予約権１個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株

とする。)

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、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。

 
調整後割当株式数 ＝ 調整前割当株式数 × 分割(または併合)の比率

 
新株予約権の行使時の

払込金額

本新株予約権１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額１円に、割当株式数を乗じ

た金額とする。

なお、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率
 

 
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

56,393,250円(注)

(注)　上記金額は、本有価証券届出書提出時の見込額である。ただし、新株予約権の権利

行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪

失した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、上記金額は減少す

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交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る

各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株

予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記新株予約権の目的となる株式の数で除し

た金額とする。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計

算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計

算の結果生じる１円未満の端数は、その端数を切り上げるものとする。

３　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上

記２.記載の資本金等増加限度額から上記２.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 2020年７月21日から2045年７月20日まで

新株予約権の行使請求

の受付場所、取次場所

及び払込取扱場所

行使請求の受付場所:　イオン株式会社　ＩＲ・ＳＲ部(または、その時々における当該業

務担当部門)とする。

払込取扱場所:　株式会社みずほ銀行　内幸町営業部

新株予約権の行使の条

件

１　新株予約権者は、権利行使時においても、執行役等の地位にあることを要する。ただ

し、執行役等を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使がで

きるものとする。

２　新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割

して行使することはできないものとする。

３　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち１名(以下、「権利

承継者」という。)に限り、新株予約権を相続することができる。なお、権利承継者

が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
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自己新株予約権の取得

の事由及び取得の条件

１　新株予約権者が、次のいずれかに該当した場合、会社は新株予約権者の新株予約権を

無償で取得することができる。

①　法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合

②　禁固以上の刑に処せられた場合

③　会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承

諾した場合

④　権利承継者が死亡した場合

⑤　新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき

２　当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、

当社は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得する。

新株予約権の譲渡に関

する事項

新株予約権者及び権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは

できない。

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

該当事項なし。

 

(注) １　新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 新株予約権を行使する場合には、当社所定の様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、

記名捺印の上、これを上記「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出するものとする。

(2) 前記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、行使請求する新株予約権の個数に割当株式数及び

１株当り払込金額を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて上記「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当社の指定する日時までに振り込むものとする。

(3) 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合には、当社所定の方法により、当社の指定する証券会社に新

株予約権者名義の口座を開設する。

２　新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 新株予約権の行使の効力は、新株予約権行使請求書が行使請求の受付場所に提出され、かつ、払込金が指

定口座に払い込まれたときに生ずるものとする。

(2) 当社は、行使手続終了後、直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者に開設した新株

予約権者名義の口座に、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式を直接振替え、新株予約権

者は、指定金融商品取引業者が定める管理口座約款に従い、指定金融商品取引業者に株式を預託するもの

とする。

３　新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

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。

 
(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)

56,393,250 120,000 56,273,250
 

(注) １　払込金額の総額は、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計

額を合算した金額であり、本届出書提出日以降の株価変動の可能性に基づき算出した見込額である。

２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていない。

３　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した

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、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する。

 
(2) 【手取金の使途】

今回の新株予約権の募集は、執行役等に対する報酬と当社の業績、株式価値との連動性をより一層高め、株価上

昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的に継続した業

績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的として執行役等に新株予約権を割り当てるために行うも

のであり、資金調達を目的としていない。

なお、新株予約権の割当てに際し、払込みは執行役等報酬と相殺する形態を取ることから、執行役等に付与する

新株予約権の払込金額の総額のうち新株予約権の発行価額の総額56,367,750円については、払込みを要しない。

また、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は確定してい

ない。したがって、手取金は、運転資金に充当する予定であるが、具体的な金額については、払込みのなされた時

点の資金繰り状況に応じて決定する。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 
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。

 
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。
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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94期(自2018年３月１日　至2019年２月28日)

2019年５月30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95期第１四半期(自2019年３月１日　至2019年５月31日)

2019年７月12日関東財務局長に提出

 

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第95期第２四半期(自2019年６月１日　至2019年８月31日)

2019年10月15日関東財務局長に提出

 

４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第95期第３四半期(自2019年９月１日　至2019年11月30日)

2020年１月14日関東財務局長に提出

 

５ 【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(2020年５月22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2019年５月30日に関東財

務局長に提出

３の四半期報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年５月22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６号の２の規定に基づく臨時報告書を2019年12月10日に関東財務

局長に提出

４の四半期報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年５月22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号の規定に基づく臨時報告書を2020年２月12日に関東財務局長

に提出
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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降本有価証券届出書提出日(2020年５月22日)までの間

において生じた変更その他の事由は、以下の通りです。

 
新型感染症、地震や台風等の災害、テロ活動等に関するリスク

2019年12月以降に中華人民共和国湖北省武漢市において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生が報告されて以

来、世界各地で感染者数の増加の報告が続いております。当社グループが事業を展開する日本をはじめとするアジア地

域においても感染拡大は続いており、販売活動やその他の事業活動への影響が避けられないものとなっております。日

本国内では４月、政府から緊急事態宣言が発令され、全国規模での外出自粛、学校の休校措置、大規模イベントの中

止、施設や店舗の営業自粛、渡航禁止措置等により、消費意欲の後退をはじめ、わが国の消費活動全体への影響も懸念

されます。

このような社会的影響力の大きい新型感染等の流行の他、当社グループの店舗・施設の周辺地域においては、大地震

や台風、津波等の自然災害、火災或いは予期せぬ事故等による店舗・施設への物理的な損害、暴動、テロ活動、コン

ピュータウィルス等によるシステム障害の発生、その他当社グループの供給業者もしくは仕入・流通ネットワークに影

響する事象が発生する可能性があります。当該事象に備え、当社グループにおいては、事業継続計画に基づき情報イン

フラの整備、防災拠点の設置や店舗の耐震強化、地方自治体との防災協力協定の締結等の対策を講じておりますが、想

定を上回る事象の発生により当社グループの販売活動や流通・仕入活動が阻害された場合、さらに人的被害があった場

合、当社グループの事業、財務状況及び業績に影響が及ぶ可能性があります。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

イオン株式会社　本店

 (千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１)

イオン株式会社　東京事務所

 (東京都千代田区神田錦町一丁目１番地)

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】

 

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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