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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 102,200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であります。
なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１　平成26年１月７日開催の取締役会決議によります。

２　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第１項の規定に基づいて、当社の

保有する当社普通株式による自己株式の処分により行われるものであり（以下「本自己株式処分」といいま

す。）、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

けの申込みの勧誘となります。

３　振替機関の名称及び住所は次の通りであります。

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】

（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 102,200株 1,149,750,000 －

一般募集 － － －

計（総発行株式） 102,200株 1,149,750,000 －

　（注）１　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対

象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

（２）【募集の条件】

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

11,250 － 100株 平成26年１月31日（金） － 平成26年１月31日（金）

　（注）１　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

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し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行総額を払い

込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社良品計画
経理財務担当

東京都豊島区東池袋四丁目26番３号
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（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
西池袋支店

東京都豊島区西池袋一丁目22番８号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

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）

1,149,750,000 － 1,149,750,000

　（注）　有価証券届出書作成等の費用は、当社の管理費として処理します。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額1,149,750,000円については、全額平成26年11月までに発生する新たな物流センターの建設用

資金の一部に充当する予定であります。

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

物流センター建設用資金 1,150
平成26年３月～11月

合計 1,150

　（注）　実際の支出までは、当社銀行預金口座にて適切に資金管理を行う予定であります。

 

　新物流センターの概要は次の通りとなります。なお、詳細につきましては、「新物流センター用地取得及び建設

に関するお知らせ（平成25年１月25日）」をご参照下さい。

 

新物流センターの概要

(1）事業所名　　株式会社良品計画　鳩山センター

(2）所在地　　　埼玉県比企郡鳩山町大字奥田字羽黒114番２

(3）投資額　　　139億円（土地、建物、物流機器等）

(4）規模　　　　敷地面積　168,295㎡、延床面積　105,231㎡（大庇含む）（建物　地下１階　地上４階建て）

(5）構造　　　　柱：鉄骨鉄筋コンクリート構造、梁：鉄骨構造

(6）着工時期　　平成25年２月

(7）竣工時期　　平成26年７月（予定）

(8）稼動開始　　平成26年11月（予定）
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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】
 

１【割当予定先の状況】

(1）割当予定先の概要

名称
野村信託銀行株式会社
（良品計画社員持株会専用信託口）

本店の所在地 東京都千代田区大手町二丁目２番２号

代表者の役職及び氏名 執行役社長　　仲田　正史

資本金 30,000百万円

事業の内容 銀行業務、信託業務

主たる出資者及びその出資比率 野村ホールディングス株式会社（100％）

 

(2）提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。

　（注）　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係は平成26年１月７日現在のものであります。

 

※従業員株式所有制度の内容

　割当予定先である野村信託銀行株式会社（良品計画社員持株会専用信託口）（以下「Ｅ－Ｓｈｉｐ信託」といいま

す。）は、当社と野村信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託契約

（以下「本信託契約」といいます。）を締結することによって設定された信託口であります。当社の導入する信託型従

業員持株インセンティブ・プラン（以下「本プラン」といいます。）は従業員株式所有制度に該当しますので、以下、

本プランの内容を記載します。なお、良品計画社員持株会（以下「本持株会」といいます。）は従来どおり存続、運営

しており、新たな持株会が作られるわけではありません。本持株会の参加会社は、当社及び当社が過半数の出資をして

いる、株式会社イデー、株式会社アール・ケイ・トラックの合計３社であります。

 

１．概要

　本プランは本持株会に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであり、従業員に対する当社

グループの中長期的企業価値向上のインセンティブ付与と、株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通

じた、当社グループの恒常的な発展を促すことを目的としております。当社では、従業員の自社株保有を促す手段と

して従業員持株会制度を導入しておりますが、本プランの導入により、当持株会制度への従業員の理解及び入会促

進、モチベーションアップに寄与するものと考えております。

　また、当社は機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてきましたが、その金庫株の

有効活用として、Ｅ－Ｓｈｉｐ信託に対し自己株式の割当を行うこととしました。

 

　本プランでは、Ｅ－Ｓｈｉｐ信託が信託設定後約３年間にわたり、本持株会が取得すると合理的に見込まれる数の

当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）を、借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得しま

す。

　当該借入は、貸付人を野村信託銀行株式会社、借入人をＥ－Ｓｈｉｐ信託、保証人を当社とする三者間で締結され

る責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。また、第三者割当については、Ｅ－Ｓｈｉｐ信託と

当社の間で本届出書の効力発生後に締結する予定の株式譲渡契約に基づいて行われます。Ｅ－Ｓｈｉｐ信託は、本持

株会と締結される株式注文契約に基づき、信託期間（約３年）において、毎月、本持株会に対して保有する当社株式

を一定の計画（条件及び方法）に従って、継続的に時価で売却します。Ｅ－Ｓｈｉｐ信託は、その売却代金を、本持
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株会の会員からの給与天引き等によって拠出される金額を本持株会から受取り、当該売却代金及び保有株式に対する

配当金を原資として、貸付人への借入金の返済及び金利の支払いを行います。Ｅ－Ｓｈｉｐ信託の終了後、信託財産

に属する金銭から、信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余の財産が存在する場合は、当該金銭（損失補

てん準備金勘定内の金銭を除く。）を、本信託契約で定める受益者適格要件（下記３．をご参照下さい。）を満たす

従業員に分配します。当該分配については、受託者である野村信託銀行株式会社と当社が締結する予定の事務委託契

約に基づき、野村信託銀行株式会社が、当該契約の委託者である当社を介して、従業員に金銭の分配を行います。な

お、借入金が完済できない場合は、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき保証人である当社が保証履行しま

す。

　また、Ｅ－Ｓｈｉｐ信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について

は、信託管理人または受益者代理人がＥ－Ｓｈｉｐ信託の受託者である野村信託銀行株式会社に対して指図を行い、

野村信託銀行株式会社は、係る指図に従うものとします。信託管理人は、現在又は過去において当社及び関係会社

（以下「当社等」といいます。）の役員もしくは部長またはそれと同程度の職位にある従業員（以下、総称して「役

員等」といいます。）ではないこと、現在または過去において当社等の役員等の２親等内の親族ではないこと、当社

等と現に取引のある金融機関において現在または過去において役員等になったことがないこと、当社等の重要な取引

先において、現に役員等ではないこと及び当社等との間に特別な利害関係等のないこと等を要件としており、信託管

理人には、当社従業員が就任します。なお、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任

します。また、信託管理人または受益者代理人は、Ｅ－Ｓｈｉｐ信託に対して議決権行使に関する指図を行うに際し

ては、本信託契約に定める議決権行使のガイドラインに従うものとします。

 

（ご参考）Ｅ－Ｓｈｉｐ信託の概要

①　信託の種類　　　　指定単独運用金銭信託（他益信託）

②　信託の目的　　　　本持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び適格要件を充足する対象受益者への

信託財産の交付

③　委託者　　　　　　当社

④　受託者　　　　　　野村信託銀行株式会社

⑤　受益者　　　　　　本持株会会員のうち受益者適格要件を充足する者（信託終了時に信託内に残余財産がある

場合に確定することとなります。）

⑥　信託管理人　　　　良品計画労働組合　中央執行委員長　　久田　康博

⑦　信託契約日　　　　平成26年１月８日（水）

⑧　信託の期間　　　　平成26年１月８日（水）～平成29年１月31日（火）

⑨　議決権行使　　　　受託者が、本信託契約に定める議決権行使のガイドライン（本持株会による議決権行使結

果と同内容の指図をする旨定めております。）に基づく信託管理人又は受益者代理人の指

図に従い、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権を行使します。

⑩　取得株式の種類　　当社普通株式

⑪　取得株式の数　　　102,200株

⑫　取得株式の総額　　1,149,750,000円

⑬　株式の取得方法　　本自己株式処分による取得

 

２．本持株会に売り付ける予定の株式の総数

102,200株
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３．受益者の範囲

　本信託契約で定める受益者確定手続開始日（信託期間満了日（平成29年１月31日）が到来し、信託財産の換価処分

が終了した日、信託財産に属する当社株式が本持株会へ全て売却された日等）において生存し、外国為替及び外国貿

易法（昭和24年法律第228号）（以下「外為法」といいます。）の規定による資産凍結等の経済制裁措置の対象者（外

為法第16条に基づく外国為替令（昭和55年政令第260号）第６条第１項に定める告示により指定された対象者をいいま

す。）に該当せず、かつ、本持株会に加入している者（ただし、平成26年１月８日以降、受益者確定手続開始日まで

に定年退職、従業員持株会の参加会社以外への転籍、役員への就任及び継続雇用制度により雇用されている者の退職

により会員資格を喪失したことにより本持株会を退会した者を含みます。）を本プランの受益者とします。

 

４．本プランの仕組み

 

①　当社が、受益者適格要件を充足する持株会会員を受益者としたＥ－Ｓｈｉｐ信託（他益信託）を設定します。

②　Ｅ－Ｓｈｉｐ信託は貸付人から当社株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に当たっては、当社、

Ｅ－Ｓｈｉｐ信託、貸付人間でＥ－Ｓｈｉｐ信託の行う借入に対して保証契約を締結します。当社は、当該保証契

約に基づき、Ｅ－Ｓｈｉｐ信託の借入について保証を行い、その対価として保証料をＥ－Ｓｈｉｐ信託から受け取

ります。

③　Ｅ－Ｓｈｉｐ信託は信託期間内に持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を当社から取得します。

④　Ｅ－Ｓｈｉｐ信託は信託期間を通じ、上記③に従って取得した当社株式を、一定の計画（条件及び方法）に従っ

て継続的に持株会に時価で売却します。

⑤　Ｅ－Ｓｈｉｐ信託は持株会への当社株式の売却により受け入れた株式売却代金、及び保有する当社株式に係る配

当金をもって、借入の元利金等返済に充当します。

⑥　Ｅ－Ｓｈｉｐ信託が保有する当社株式については、受益者のために選定された信託管理人が議決権行使等の指図

を行います。

⑦　信託終了時に信託内に残余財産がある場合には、受益者適格要件を充足する者に分配されます。

⑧　信託終了時に借入が残っている場合には、保証契約に基づき、当社が弁済します。

 

(3）割当予定先の選定理由

　今般、当社は、野村證券株式会社から当社社員持株会の加入率や拠出金額の拡大を企図して提案のあった本プランの

導入にあたり、考慮したのは、①当社の主幹事会社は野村證券株式会社であること、②本持株会の運営事務を同社に委

託していること、③同社を通じた野村信託銀行株式会社との連携により、本プランに係るサポート体制の充実、円滑な

運営が期待されることの三点であります。

　本プランにおいては、「(2）提出者と割当予定先との間の関係　※従業員株式所有制度の内容　１．概要」に記載し

たとおり、当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とする信託契約を締結した上で、当社が、受託者たる野村信

託銀行株式会社に対して、当社株式を割り当てることになっていることから、野村信託銀行株式会社（良品計画社員持

株会専用信託口）を割当予定先として選定したものであります。
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(4）割り当てようとする株式の数

102,200株

 

(5）株券等の保有方針

　割当予定先である野村信託銀行株式会社（良品計画社員持株会専用信託口）は、本信託契約に従い株式注文契約を本

持株会と締結し、当該契約に基づき、毎月、当社株式を本持株会に対してその時々の時価で売却することになっており

ます。野村信託銀行株式会社（良品計画社員持株会専用信託口）は、本信託契約に定める場合を除き、当社株式を本持

株会以外に売却することはありません。

　なお、当社は、割当予定先である野村信託銀行株式会社（良品計画社員持株会専用信託口）から、払込期日（平成26

年１月31日）より２年間において、当該割当株式の全部又は一部を譲渡した場合には直ちに譲渡を受けた者の氏名及び

住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内

容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、内諾を得ており

ます。

 

(6）払込みに要する資金等の状況

　当社は、処分先となるＥ－Ｓｈｉｐ信託が、平成26年１月８日に貸付人と締結予定の責任財産限定特約付金銭消費貸

借契約に基づく借入金によって払込みが行われる予定である旨を確認しております。なお、当該責任財産限定特約付金

銭消費貸借契約は、借入人、保証人、貸付人間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない

場合は、保証人が保証履行する内容となっております。また、当社は、借入人に対する上記保証に対し、当該契約に基

づき借入人から保証料を収受することとなります。

割当予定先：Ｅ－Ｓｈｉｐ信託

借入人　　：Ｅ－Ｓｈｉｐ信託

保証人　　：当社

貸付人　　：野村信託銀行株式会社（1,150百万円）

 

(7）割当予定先の実態

　割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする

個人、法人その他の団体（以下「特定団体等」といいます。）であるか否か及び割当予定先が特定団体等と何らかの関

係を有しているか否かについては、野村信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づ

く調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認

しております。また、当社は、その旨の確認書を、東京証券取引所に提出しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。
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３【発行条件に関する事項】

(1）処分価額の算定根拠及び合理性に関する考え方

　本自己株式処分は従業員株式所有制度である本プランの導入を目的としております。処分価額については、恣意性を

排除した価額とするため平成26年１月６日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社株式終値であ

る11,250円としております。これは、取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、合理的であると考えており

ます。なお、当該価額は、東京証券取引所における当社株式の直前１ヶ月間（平成25年12月９日～平成26年１月６日）

の終値の平均値である11,000円（円未満切捨て）からの乖離率が＋2.27％、直前３ヶ月間（平成25年10月７日～平成26

年１月６日）の終値の平均値である10,275円（円未満切捨て）からの乖離率は＋9.49％、直前６ヶ月間（平成25年７月

８日～平成26年１月６日）の終値の平均値である9,443円（円未満切捨て）からの乖離率は＋19.14％となっておりま

す。（乖離率は小数第三位を四捨五入して表記しております。）

　取締役会に出席した監査役全員（うち社外監査役４名）は、上記処分価額について、本自己株式の処分が本プランの

導入を目的としていること、及び上記処分価額が取締役会決議日の前日の終値であることに鑑み、弁護士への確認を経

た上で割当先に特に有利な処分価額には該当しないと、当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適

法である旨の意見を表明しております。

 

(2）処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

　処分数量については、本持株会の買付実績（直近の月例買付、賞与買付、奨励金及び配当再投資の実績額）を年次換

算した額を年間買付予定額として、信託設定期間（３年間）における本持株会の買付予定額を算出し、これを処分価額

で除した株数であり、希薄化は生じるものの、毎月本持株会へ少しずつ譲渡されることに加え、従業員の意識高揚によ

る企業価値の増大に寄与すると考えております。

　なお、希薄化の規模は発行済株式数に対し0.36％（平成25年８月31日時点の総議決権数264,401個に対する割合は

0.39％）となります。（割合は小数第三位を四捨五入して表記しております。）

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合

（％）

割当後の所
有株式数
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８
－11

2,298 8.69 2,298 8.66

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11
番３号

1,577 5.97 1,577 5.94

三菱商事株式会社
東京都千代田区丸の内２丁
目３番１号

1,078 4.08 1,078 4.06

NOMURA BANK(LUXEMBOURG)S.A. 
S/A NOMURA MULTI CURRENCY 
JAPAN STOCK LEADERS FUND
（常任代理人　株式会社三井住
友銀行）

BATIMENT A-33 RUE DE 
GASPERICH,L-5826 
HESPERANGE,LUXEMBOURG
（東京都千代田区大手町１
丁目２番３号）

939 3.55 939 3.54

株式会社ファミリーマート
東京都豊島区東池袋３丁目
１番１号

908 3.44 908 3.42

THE CHASE MANHATTAN BANK, 
N.A.LONDON SECS LENDING 
OMNIBUS ACCOUNT
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN 
STREET LONDON EC2P 
2HD,ENGLAND
（東京都中央区月島４丁目
16－13）

684 2.59 684 2.58

JUNIPER
（常任代理人　株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行）

P.O. BOX 2992 RIYADH 
11169 KINGDOM OF SAUDI 
ARABIA
（東京都千代田区丸の内２
丁目７－１）

664 2.51 664 2.50

株式会社クレディセゾン
東京都豊島区東池袋３丁目
１－１

631 2.39 631 2.38

BBH BOSTON CUSTODIAN FOR 
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION 
FUND, INC.
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

100 BELLEVUE PARKWAY 
WILMINGTON, DELAWARE 
19809370000,USA
（東京都中央区月島４丁目
16－13）

612 2.32 612 2.31

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB
 A/C BRITISH CLIENTS
（常任代理人　香港上海銀行東
京支店カストディ業務部）

50 BANK STREET CANARY 
WHARF LONDON E14 5NT,UK
（東京都中央区日本橋３丁
目11－１）

436 1.65 436 1.64

計 － 9,830 37.18 9,830 37.04

　（注）１　平成25年８月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

２　上記のほか自己株式1,615,100株（平成25年８月31日現在）があり、当該割当後は1,512,900株となります。ただ

し、平成25年９月１日以降の単元未満株式の買取りによる変動数は含めておりません。

３　所有議決権数の割合は小数第三位を四捨五入して表記しております。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社　良品計画(E03248)

有価証券届出書（参照方式）

 9/12



８【その他参考になる事項】

　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。

 

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ご参照下

さい。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第34期（自　平成24年３月１日　至　平成25年２月28日）平成25年５月23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35期第１四半期（自　平成25年３月１日　至　平成25年５月31日）平成25年７月３日関東財務局長に提出

　事業年度　第35期第２四半期（自　平成25年６月１日　至　平成25年８月31日）平成25年10月２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、本届出書提出日（平成26年１月７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（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づき臨時報告

書を平成25年５月24日に関東財務局長に提出。

　また、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19号の規定に基づき臨

時報告書を平成25年12月27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（第34期事業年度）及び各四半期報告書（第35期第１四半期～第２四半

期）（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等提出日以

降、本有価証券届出書提出日（平成26年１月７日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平成26年１

月７日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

株式会社良品計画

（東京都豊島区東池袋四丁目26番３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】
 

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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