株主各位

第 29 期定時株主総会招集のご通知に際しての
インターネット開示情報

連 結 注 記 表
（自 平成 28 年 11 月 1 日 至 平成 29 年 10 月 31 日）

株式会社カイカ

「連結注記表」につきましては、法令及び当社定款第
15 条の規定に基づき、当社ホームページに掲載する
ことにより株主の皆様に提供しております。

連結注記表
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 3社
主要な連結子会社の名称
SJ Asia Pacific Limited
株式会社東京テック
株式会社ネクス・ソリューションズ
株式会社東京テック及び株式会社ネクス・ソリューションズについては、株式を取得したため連結の範囲に
含めております。
Hua Shen Trading(International)Limited、Rapid Capital Holdings Limitedについては、清算が結了した
ため連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した関連会社数
１社
株式会社ネクス
(2)持分法を適用しない関連会社数 １社
ENPIX Corporation
(持分法を適用しない理由）
持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から見て持分
法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分
法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、海外連結子会社１社の決算日は３月31日ですが、連結計算書類の作成にあたり、連結決算
日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
ロ．たな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
商品
主として個別法による原価法
仕掛品
主として個別法による原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）
当社
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）および平成28年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
海外連結子会社
定額法
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物及び構築物
３～39年
機械装置及び運搬具

２～８年

工具、器具及び備品

４～15年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（３～５年）に基づく定額法、
市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に基づく方法と残存有効期間（３年）に基づく均等
配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。
ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準
イ．当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約
工事進行基準(契約の進捗率の見積りは原価比例法)
ロ．その他の契約
工事完成基準
(4) 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。
ロ．賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担に属する部分を計上しており
ます。
(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主
持分に含めて計上しております。
ロ．のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、20 年以内のその投資効果の発現する期間にわたって、均等償却しております。
ただし、金額が僅少なものについては、発生時に一括償却しております。
ハ．消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期未収入金」（当連結会計年
度14,773千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。
(追加情報)
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号
会計年度から適用しております。
注記事項
(連結貸借対照表に関する注記)
1. 有形固定資産の減価償却累計額

127,242千円

2.担保に供している資産
(1)担保に供している資産は、次のとおりであります。
土地
建物

144,616千円
37,335千円
181,952千円

計
(2)担保付債務は、次のとおりであります。
一年内返済予定長期借入金
長期借入金
計

12,192千円
137,280千円
149,472千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
1. 当連結会計年度末日における発行済株式の数
当連結会計年度末日における自己株式の数

普通株式
普通株式

2.剰余金の配当に関する事項
当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

321,923,000株
192,954株

平成28年３月28日）を当連結

当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項（予定）
該当事項はありません。
3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を借入により調
達しておりますが、長期にわたる投資資金は借入、増資及び社債の発行にて調達する方針であります。デリバ
ティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用する方針であり、投機的な取引は行わない方針であ
ります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格
の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。また、取引先企業等に対して短期貸付及び長期貸
付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。長期借入金は、主に長期
的な投資資金に係る資金調達であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権、長期貸付金について、主な取引先の信用状況を定期的に把握し、
取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
ております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
なお、デリバティブ取引の利用にあたっては、格付の高い金融機関とのみ取引を行う方針であり、信用リス
クはほとんどないと認識しております。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外の
ものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、担当部署が資金繰計画を作成するとともに、手許流動性の維持等により流動性の管理を行っており
ます。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
平成29年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、下表には含めておりません((注２)を参照く
ださい。)。
(単位：千円)
連結貸借対照表
計上額

時価

差額

(1) 現金及び預金

2,071,760

2,071,760

(2) 受取手形及び売掛金

1,057,743

1,057,743

―

34,056

34,056

―

(4) 投資有価証券

265,213

265,213

―

(5) 長期貸付金

231,464

899

230,565

230,564

―

230,564

(3) 未収入金

貸倒引当金(※)

―

900

899

0

3,429,673

3,429,673

0

(1) 支払手形及び買掛金

194,231

194,231

―

(2) 長期借入金

505,440

488,569

資産計

負債計
699,671
682,801
(※) 長期貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

(注１)

16,870
16,870

金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産
(1) 現金及び預金、（3）未収入金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
(2) 受取手形及び売掛金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを
加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
(4) 投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。
(5) 長期貸付金
当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ご
とに、その将来キャッシュ・フローを適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現
在価値により算定しております。なお、連結貸借対照表に計上しております短期貸付金のうち、１年
内回収予定の長期貸付金に該当するものは、当該項目に含めて記載しております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
(2) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、連結貸借対照表に計上しております１年内
返済予定の長期借入金は、当該項目に含めて記載しております。
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めてお
りません。
(単位：千円)
区分

連結貸借対照表計上額

非上場株式

774,629

(賃貸等不動産に関する注記)
当社では、静岡県に遊休不動産を有しております。
一部の連結子会社では、栃木県に遊休不動産を有しており、また、当該連結子会社は、福岡県その他の地
域において自社物件を新規取得し、当該子会社の事業所等として使用していますが、その一部を賃貸してい
るため、賃貸不動産として使用される部分を含む不動産としております。
当連結会計年度における当該賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する賃貸損益は1,584千円
（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時
価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(単位：千円)
連結貸借対照表計上額
当連結会計年度
期首残高
遊休不動産
賃貸不動産として使用さ
れる部分を含む不動産

当連結会計年度
増減額

当連結会計年度
末残高

連結決算日における時価

500

1,500

2,000

2,010

－

295,914

295,914

289,200

(注) １ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２ 時価の算定方法
時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を
行ったものを含む。）であります。

(１株当たり情報に関する注記)
(1) １株当たり純資産額
(2) １株当たり当期純利益

12円16銭
2円40銭

(重要な後発事象に関する注記)
（第三者割当増資による新株式の発行）
当社は、平成29年10月31日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、平成29年11月16
日に払込が完了いたしました。
１．本第三者割当増資の概要
払込期日

平成29年11月16日

発行新株数

普通株式 34,780,000株

発行価額

１株につき67円

資金調達の額

2,330,260千円

資本組入額

１株につき33.5円

資本組入額の総額

1,165,130千円

募集又は割当方法（割当先）

第三者割当の方法により、そのすべてをひふみ投信マザーファンドに割当てました。

調達資金の使途

M&A及び資本・業務提携

２．本第三者割当増資による発行済株式総数および資本金の額の推移
増資前発行済株式総数

321,923,000株 （増資前資本金 7,775,162千円）

増資による増加株式数

34,780,000株 （増加資本金 1,165,130千円）

増資後発行済株式総数

356,703,000株 （増資後資本金 8,940,292千円）

（子会社の設立）
当社は、平成29年11月17日開催の取締役会において、当社の全額出資による子会社を設立し、同社において仮想
通貨に関するシステムの研究、開発、仮想通貨の投融資、運用事業を行う仮想通貨関連事業を開始することについ
て決議しました。当該子会社において、当社がこれまで行ってきた仮想通貨に関するシステムの研究、開発に加え、
仮想通貨の投融資、運用を開始しております。自社開発したデリバティブシステムを実際に運用することで当該シ
ステムの機能改善を図り、将来的にはデリバティブシステムによる運用等で得た経験・データを活かした仮想通貨
プラットフォームの構築を予定しております。
子会社の概要は以下のとおりであります。
名称

株式会社ＣＣＣＴ

所在地

東京都目黒区大橋一丁目５番１号

代表者の役職・氏名

代表取締役 八木 隆二（当社代表取締役）

事業内容

・仮想通貨に関するシステムの研究、開発、販売、保守およびコンサルティング
・ブロックチェーンに関するシステムの研究、開発、販売、保守およびコンサルティング
・コンピュータのソフトウェアおよびシステムの設計、開発、販売、輸出入および保守、管
理並びにコンサルティング
・コンピュータ等を利用した各種情報の収集、管理および情報の処理、提供、販売
・各種アプリケーションサービス事業
・労働者派遣事業
・仮想通貨の投融資、運用
・仮想通貨を利用した金融派生商品の開発・運用
・仮想通貨に関する研究、調査およびそれらの情報提供、コンサルティング
・その他の仮想通貨の一般サービス
・上記に掲げる事業に附帯又は関連する事業

資本金

10,000千円

設立年月日

平成29年11月20日

大株主および持株比率

株式会社カイカ 100％

（重要なその他の投資）
当社は平成 29 年 11 月 10 日開催の取締役会において、仮想通貨に関するシステム構築のために仮想通貨全般に対
する運用資金について以下のとおり決議し、運用を開始いたしました。
１．運用目的
当社は、仮想通貨ビジネスにおけるリーディングカンパニーを目指し、仮想通貨プラットフォームの構築を予定
しております。そのような中で、自社開発した仮想通貨に関するデリバティブシステムを使い運用を行うことで、
その経験をもとに当該システムの機能改善を継続して行うこと、また自ら仮想通貨の運用を行うことで、その運用
で得られた経験・データを活かし、仮想通貨に関するあらゆる分野に積極的に取り組むことで、当社は仮想通貨ビ
ジネスにおけるリーディングカンパニーを目指し、中期経営計画の達成を実現してまいります。
２．仮想通貨運用の内容
①主な仮想通貨の名称：ビットコイン
②運用金額（取得原価）：784 百万円
３．営業活動に及ぼす重要な影響
中長期的な観点において業績向上に資するものと判断しております。
４．資金調達方法
自己資金
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、平成 29 年 12 月 22 日及び平成 29 年 12 月 26 日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本金及
び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について、平成 30 年１月 30 日開催の第 29 回定時株主総会に上程す
ることを決議いたしました。
１．資本金及び資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的
当社は、これまでの欠損を填補し、今後の資本政策上の柔軟性および機動性を確保し、将来の剰余金の配当や
自社株取得等の株主還元策が実現できる状態にすることを目的として、会社法第447条第１項および第448条第１項
の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振替えるとともに、会社法
第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替え、欠損の補填に充当いたします。
２．資本金及び資本準備金の額の減少の要領
会社法第 447 条第 1 項及び第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の一部を減少させ、その他
資本剰余金に減少する額の全額を振り替えるものであります。
①減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額 8,940,292,426 円を 7,940,292,426 円減少して、1,000,000,000 円とします。
資本準備金の額 11,440,092,750 円を 10,440,092,750 円減少して、1,000,000,000 円とします。
②資本金及び資本準備金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみを減少い
たします。資本金及び資本準備金の額 18,380,385,176 円は、全額その他資本剰余金に振り替えます。
３．剰余金の処分の要領
平成 29 年 10 月期において、繰越利益剰余金は 14,370,157,466 円の欠損のため、会社法第 452 条の規定に基
づき、上記２による資本金及び資本準備金の額の効力発生を条件に、増加するその他資本剰余金 14,370,157,466
円を繰越利益剰余金に振り替えることにより繰越利益剰余金の欠損を補填するものであります。これにより、繰
越利益剰余金は０円となります。
①

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金
②

繰越利益剰余金
③

14,370,157,466 円

増加する剰余金の項目及びその額
14,370,157,466 円

増加後の剰余金の項目及びその残高

その他資本剰余金
繰越利益剰余金
４． 日程
①取締役会決議

4,010,227,710 円
0円
平成 29 年 12 月 22 日及び平成 29 年 12 月 26 日

②株主総会決議

平成 30 年 １月 30 日(予定)

③債権者異議申述最終期日

平成 30 年 ２月 28 日(予定）

④効力発生日

平成 30 年 ３月

1 日(予定）

(新株予約権の付与)
平成29年12月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役
（社外取締役を除く）及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び新株予約権の募
集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成30年1月30日開催の第29回定時株主総会に上程することを決
議いたしました。なお、当社取締役に対する新株予約権付与は、会社法第361条の報酬等に該当するため、当社取締役
に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容につき、併せて上程いたしま
す。
１．当社および当社子会社の取締役並びに当社および当社子会社の従業員に対し特に有利な条件により新株予約権を発
行する理由
当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、企業価値の向上を目指した経営を一層推進
することを目的とし、当社および当社子会社の取締役並びに当社および当社子会社の従業員に対して新株予約権を
次の要領により発行するものであります。
２．当社の取締役に対する報酬等の額
当社取締役に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額200百万円
（うち社外取締役は34百万円）を上限として設ける旨の承認をお願いするものであります。ストックオプションとして
の新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容は、会社業績並びに当社および当社子会社における業務執行の状
況・貢献度を基準として決定しております。
当社は、新株予約権が当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として割り当てられるスト
ックオプションであることから、その具体的な内容は相当なものであると考えております。
なお、当社の取締役の報酬等の額は、平成17年２月15日開催の臨時定時株主総会において年額600百万円以内（ただ
し使用人分給与は含まない。）とする旨ご承認いただいておりますが、当該報酬額とは別枠で設定するものであります。
なお、この取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．新株予約権の発行要領
（１）新株予約権の総数
45,000個を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は27,000個（うち社外取締役
分は4,500個）とする。
（２）新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式4,500,000株を株式数の上限とし、このうち2,700,000株（うち社外取締役分は450,000株）を、当社
取締役に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
なお、各新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という）は当社普通株式100株とする。
また、当社が、本総会の決議の日（以下「決議日」という）後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行
う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
さらに、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で
当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。
上記の調整は、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に係る付与株式数についてのみ行われ、
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。
（３）新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないこととする。
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることのできる
株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の属する月の前
月の各日（取引が成立しない日を除く）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（以下「終値」
という）の平均値と割当日の前日の終値（前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）のいずれか高い
金額に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を
調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
１
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額

×
株式分割・株式併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他
これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行
使価額の調整を行うことができる。
（５）新株予約権の権利行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後２年を経過した日から、当該取締役会決議の日後５年を経

過する日まで。
（６）新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、
当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
（７）新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認
の議案につき、当社株主総会で承認されたとき（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき）
は、当社取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額の50％
（１円未満の端数は切り下げ）以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができるも
のとする。
③ 新株予約権者が、上記（6）に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、当社の取締役会の決議により
別途定める日において、当該新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
（８）新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
（９）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
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１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げる。また、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、上記の資本金
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。
（10）端数がある場合の取扱い
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
るものとする。
（11）その他
その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。
（注）上記の内容については、平成30 年１月30 日開催予定の当社第29 期定時株主総会において、「ストックオプシ
ョンとしての新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件にいたします。

