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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年６月26日に提出した第38期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

(2）新株予約権等の状況

 

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

⑤　連結附属明細表

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(2) 【新株予約権等の状況】

　　（訂正前）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成27年５月31日）

新株予約権の数（個） 10,000 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注1） 185,185,185 185,735,512

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注2） 540.0 538.4

新株予約権の行使期間　（注3）
　平成26年６月26日～

平成31年６月14日
同左

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（円）（注4）

発行価格　　　　　 540.0

資本組入額　　　　　 270

発行価格　　　　　 538.4

資本組入額　　　　　 270

新株予約権の行使の条件 （注5） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

転換社債型新株予約権付社

債に付されたものであり、

本社債からの分離譲渡はで

きない。

同左

代用払込みに関する事項

各本新株予約権の行使に際

しては、当該本新株予約権

に係る本社債を出資するも

のとし、当該本社債の価額

は、その額面金額と同額と

する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注6） 同左

新株予約権付社債の残高（百万円） 100,416 100,400

（注）1． 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を、（注2）記載の

「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とします。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨

て、現金による調整は行いません。

2． （イ）各本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と

同額とします。

（ロ）平成27年５月25日を払込期日とする第三者割当による自己株式の処分に伴い、本新株予約権の行使時の

払込金額（以下転換価額といいます。）を、540.0円から538.4円に調整しております。

＜後略＞
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　　（訂正後）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

 
事業年度末現在

（平成27年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成27年５月31日）

新株予約権の数（個） 10,000 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注1） 185,185,185 185,873,605

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注2） 540.0 538.0

新株予約権の行使期間　（注3）
　平成26年６月26日～

平成31年６月14日
同左

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（円）（注4）

発行価格　　　　　 540.0

資本組入額　　　　　 270

発行価格　　　　　 538.0

資本組入額　　　　　 269

新株予約権の行使の条件 （注5） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

転換社債型新株予約権付社

債に付されたものであり、

本社債からの分離譲渡はで

きない。

同左

代用払込みに関する事項

各本新株予約権の行使に際

しては、当該本新株予約権

に係る本社債を出資するも

のとし、当該本社債の価額

は、その額面金額と同額と

する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注6） 同左

新株予約権付社債の残高（百万円） 100,416 100,400

（注）1． 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を、（注2）記載の

「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とします。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨

て、現金による調整は行いません。

2． （イ）各本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と

同額とします。

（ロ）平成27年５月25日を払込期日とする第三者割当による自己株式の処分に伴い、本新株予約権の行使時の

払込金額（以下転換価額といいます。）を、540.0円から538.0円に調整しております。

＜後略＞
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第５【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

（1）【連結財務諸表】

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　　（訂正前）

＜中略＞

（注）3. 新株予約権付社債の内容

発行すべき株式の内
容

新株予約権の
発行価額

（円）

株式の発行価
格（円）
（*2）

発行価額の総
額
（百万円）

新株予約権の行
使により発行し
た株式の発行価
額の総額
（百万円）

新株予約権の
付与割合
（％）

新株予約権の
行使期間

代用払込に関
する事項

（2019年満期ユーロ円

建取得条項付転換社債

型新株予約権付社債）

株式会社ヤマダ電機

普通株式

無償 540.0 100,000 － 100

平成26年６月

26日～

平成31年６月

14日

（*1）

（*1）本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に替えて当該本新株予約権

の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。

（*2）平成27年５月７日開催の取締役会決議による平成27年５月25日に行った第三者割当が、社債要綱の転換価額の調

整事由に該当したことから、平成27年５月26日付で540.0円から538.4円に転換価額の調整を行っております。

＜後略＞

 

　　（訂正後）

＜中略＞

（注）3. 新株予約権付社債の内容

発行すべき株式の内
容

新株予約権の
発行価額

（円）

株式の発行価
格（円）
（*2）

発行価額の総
額
（百万円）

新株予約権の行
使により発行し
た株式の発行価
額の総額
（百万円）

新株予約権の
付与割合
（％）

新株予約権の
行使期間

代用払込に関
する事項

（2019年満期ユーロ円

建取得条項付転換社債

型新株予約権付社債）

株式会社ヤマダ電機

普通株式

無償 540.0 100,000 － 100

平成26年６月

26日～

平成31年６月

14日

（*1）

（*1）本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に替えて当該本新株予約権

の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。

（*2）平成27年５月７日開催の取締役会決議による平成27年５月25日に行った第三者割当が、社債要綱の転換価額の調

整事由に該当したことから、平成27年５月26日付で540.0円から538.0円に転換価額の調整を行っております。

＜後略＞
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