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【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　堀口　智顕
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年12月11日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、そ

の他この新株式発行に関し必要な事項が平成29年12月18日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正する

ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

　第１　募集要項

　　１　新規発行株式

　　２　株式募集の方法及び条件

　　　(1) 募集の方法

　　　(2) 募集の条件

　　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

　　　(2) 手取金の使途

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　　罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】

（訂正前）

＜前略＞

（注）２　本募集とは別に、平成29年12月11日（月）開催の取締役会において、当社普通株式5,220,000株の一般募集

（以下、「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等

を勘案し、780,000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（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。

本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者

割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）であります。

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１月19日（金）までの間（以下、「シンジ

ケートカバー取引期間」という。）、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。

＜後略＞

 

（訂正後）

＜前略＞

（注）２　本募集とは別に、平成29年12月11日（月）開催の取締役会において、当社普通株式5,220,000株の一般募集

（以下、「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等

を勘案した結果、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780,000株（以下、「貸借株式」

という。）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。）を行います。

本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者

割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）であります。

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、平成29年12月21日（木）から平成30年１月19日（金）までの間（以下、「シン

ジケートカバー取引期間」という。）、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。

＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】

（1）【募集の方法】

（訂正前）

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 780,000株 1,096,079,400 548,039,700

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 780,000株 1,096,079,400 548,039,700
 

（注）１　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連

して、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりで

あります。

割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社

割当株数 780,000株

払込金額の総額 1,096,079,400円

割当てが行われる条件 前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり
 

２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな

い場合があります。

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、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、平成29年12月４日（月）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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（訂正後）

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 780,000株 930,290,400 465,145,200

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 780,000株 930,290,400 465,145,200
 

（注）１　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連

して、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりで

あります。

割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社

割当株数 780,000株

払込金額の総額 930,290,400円

割当てが行われる条件 前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり
 

２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな

い場合があります。

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、また、増加する資本準備金の額は、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（発行価額の総額）から増加する資本金の額（資本

組入額の総額）を減じた額とします。

　

（注）４の全文削除

 
（2）【募集の条件】

（訂正前）

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

未定
（注）１

未定
（注）１

100株 平成30年１月23日（火）
該当事項は
ありません

平成30年１月24日（水）
 

（注）１　発行価格及び資本組入額については、平成29年12月18日（月）から平成29年12月21日（木）までの間のいず

れかの日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

２　全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３　大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。

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１株につき

発行価格と同一の金額を払込むものとします。

 

（訂正後）

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

1,192.68 596.34 100株 平成30年１月23日（火）
該当事項は
ありません

平成30年１月24日（水）
 

（注）１　全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

２　大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。

３　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１株につき

発行価格と同一の金額を払込むものとします。

　

（注）１の全文削除及び２，３、４の番号変更
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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】

（訂正前）

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）

1,096,079,400 7,000,000 1,089,079,400
 

（注）１　発行諸費用の概算額には、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29年12月４日（月）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。

 

（訂正後）

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）

930,290,400 7,000,000 923,290,400
 

（注） 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

　

（注）２の全文及び１の番号削除

 
（2）【手取金の使途】

（訂正前）

上記差引手取概算額上限1,089,079,400円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議され

た一般募集の手取概算額7,291,300,600円と合わせた手取概算額合計上限8,380,380,000円について、6,879百万円を

平成32年３月末までに当社グループの自社ホテルブランドである「日和ホテルズ＆リゾーツ」で展開する日和ホテ

ル京都四条河原町、日和ホテル銀座東及び日和ホテル大阪本町の建設資金等の開発資金及び差入保証金の一部に充

当する予定であります。残額については、平成32年３月末までに「日和ホテルズ＆リゾーツ」で展開する日和ホテ

ル大阪なんば、たびのホテル飛騨高山及びたびのホテル佐渡等の他の物件に係る開発資金及び差入保証金に充当す

る予定であります。

＜後略＞

 

（訂正後）

上記差引手取概算額上限923,290,400円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された

一般募集の手取概算額6,181,789,600円と合わせた手取概算額合計上限7,105,080,000円について、6,879百万円を平

成32年３月末までに当社グループの自社ホテルブランドである「日和ホテルズ＆リゾーツ」で展開する日和ホテル

京都四条河原町、日和ホテル銀座東及び日和ホテル大阪本町の建設資金等の開発資金及び差入保証金の一部に、残

額を平成32年３月末までに「日和ホテルズ＆リゾーツ」で展開する日和ホテル大阪なんば、たびのホテル飛騨高山

及びたびのホテル佐渡等の他の物件に係る開発資金及び差入保証金に充当する予定であります。

＜後略＞
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