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 この目論見書により行う株式16,277,306,400円（見込額）の募集

（一般募集）及び株式2,523,668,400円（見込額）の売出し（オー

バーアロットメントによる売出し）については、当社は金融商品取

引法第５条により有価証券届出書を平成26年２月21日に関東財務局

長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。 

 したがって、発行価格及び売出価格等については、今後訂正が行

われます。 

 なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

 

１ 募集又は売出しの公表後における空売りについて 

(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第

15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の

縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証

券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（＊１））において、当該有

価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項

に規定する私設取引システムにおける空売り（＊２）又はその委託もしくは委託の取次

ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当

該空売りに係る有価証券の借入れ（＊３）の決済を行うことはできません。 

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（＊２）に係る有価

証券の借入れ（＊３）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該

募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。 

＊１取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成26年２月22日から、発行価格及び売

出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成26年３月３日から平

成26年３月６日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの

間となります。 

＊２取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。 

・先物取引 

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投

資法人債券等の空売り 

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り 

＊３取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引に

よる買付け）を含みます。 

 

２ 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同

じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事

項（発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計

上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット

メントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項

分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有

価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の

当社ウェブサイト（［URL］http://www.zeria.co.jp/）（以下「新聞等」という。）で公表

いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が

行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決

定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容

についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は

行いません。 
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【表紙】 
 

【提出書類】 有価証券届出書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年２月21日 

【会社名】 ゼリア新薬工業株式会社 

【英訳名】 ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  伊部 幸顕 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小舟町10番11号 

【電話番号】 03(3663)2351（代表） 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  遠藤 広和 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小舟町10番11号 

【電話番号】 03(3663)2351（代表） 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長  遠藤 広和 

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式 

【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 16,277,306,400円

 オーバーアロットメントによる売出し 2,523,668,400円

 （注）１ 募集金額は、発行価額の総額であり、平成26年２

月18日（火）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。 

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額

にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価

額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集

における発行価格の総額は上記の金額とは異なり

ます。 

２ 売出金額は、売出価額の総額であり、平成26年２

月18日（火）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。 

【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式

について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金

融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取

引が行われる場合があります。 

２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所であります。 

【縦覧に供する場所】 札幌支店 

（札幌市白石区南郷通十一丁目南３番13号） 

名古屋支店 

（名古屋市名東区本郷二丁目173番４号） 

大阪支店 

（吹田市広芝町５番16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） 
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［株価情報等］ 

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】 

 平成23年２月21日から平成26年２月14日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ

及び株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。 

 

 

 （注）１．・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。 

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。 

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。 

２．ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。 

 週末の終値 

 
ＰＥＲ（倍）＝

１株当たり当期純利益

平成23年２月21日から平成23年３月31日については、平成22年３月期有価証券報告書の平成22年３月期

の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成23年４月１日から平成24年３月31日については、平成23年３月期有価証券報告書の平成23年３月期

の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成24年４月１日から平成25年３月31日については、平成24年３月期有価証券報告書の平成24年３月期

の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成25年４月１日から平成25年９月25日については、平成25年３月期有価証券報告書の平成25年３月期

の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成25年９月26日から平成26年２月14日については、平成25年３月期有価証券報告書の平成25年３月期

の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を1.1で除して得た数値を使用。（平成25年10月１日付で普通

株式１株につき1.1株の株式分割を行っているため。） 
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２【大量保有報告書等の提出状況】 

 平成25年８月21日から平成26年２月18日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、

以下のとおりであります。 

提出者（大量保有者）
の氏名又は名称 

報告義務発生日 提出日 区分 
保有株券等の
総数（株） 

株券等の保有
割合（％） 

有限会社伊部 4,741,847 8.93

伊部 幸顕 
平成25年12月18日 平成25年12月19日

変更報告書 
（注）１ 

1,592,167 3.00

有限会社伊部 4,741,847 8.93

伊部 幸顕 
平成26年１月21日 平成26年１月22日

変更報告書 
（注）１ 

1,592,167 3.00

 （注）１ 有限会社伊部及び伊部幸顕は共同保有者であります。 

２ 上記大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式

会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。 

 



 

－  － 

 

(3) ／ 2014/02/20 21:03 (2014/02/20 21:03) ／ e00948_wk_14992767_0101010_証券_os7ゼリア新薬工業_目.doc 

3

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 6,660,000株 
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 
単元株式数 100株 

 （注）１ 平成26年２月21日（金）開催の取締役会決議によります。 

２ 上記発行数は、平成26年２月21日（金）開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分

に係る募集株式数であります。本募集（以下「一般募集」という。）は、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であります。 

３ 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当

社株主から990,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（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。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記

載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

４ 一般募集とは別に、平成26年２月21日（金）開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する

特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の野村證券株式会社を割

当先とする当社普通株式990,000株の第三者割当による自己株式の処分（以下「本件第三者割当」とい

う。）を行うことを決議しております。 

５ 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後

記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」をご参照下さい。 

６ 振替機関の名称及び住所 

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】 

 平成26年３月３日（月）から平成26年３月６日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」と

いう。）に決定される発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価

額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般

募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いま

せん。 

（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 － － － 

一般募集 6,660,000株 16,277,306,400 － 

計（総発行株式） 6,660,000株 16,277,306,400 － 

 （注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。 

２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。 

３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。 

４ 発行価額の総額は、平成26年２月18日（火）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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（２）【募集の条件】 

発行価格（円） 
発行価額
（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、２ 

発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
通取引の終値（当
日に終値のない場
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。 

未定 
(注)１、

２ 

－ 
(注)３ 

100株
自 平成26年３月７日(金)
至 平成26年３月10日(月)

(注)４ 

１株につ
き発行価
格と同一
の金額 

平成26年３月13日(木)
(注)４ 

 （注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件

により需要状況を勘案した上で、平成26年３月３日（月）から平成26年３月６日（木）までの間のいず

れかの日（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当

社が引受人より受取る１株当たりの払込金額）を決定いたします。 

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定さ

れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引

手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロッ

トメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以

下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞

及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の

インターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.zeria.co.jp/）（以下「新聞等」とい

う。）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正

が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、

発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま

れる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

２ 前記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発

行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価額（会社法上の払込金額）は資本組入れされま

せん。 

４ 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式

に決定する予定であります。 

なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当

該需要状況の把握期間は、 長で平成26年２月28日（金）から平成26年３月６日（木）までを予定して

おりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成26年３月３日（月）から平成26年３月６日（木）ま

でを予定しております。 

したがいまして、 

① 発行価格等決定日が平成26年３月３日（月）の場合、申込期間は「自 平成26年３月４日（火） 

至 平成26年３月５日（水）」、払込期日は「平成26年３月10日（月）」 

② 発行価格等決定日が平成26年３月４日（火）の場合、申込期間は「自 平成26年３月５日（水） 

至 平成26年３月６日（木）」、払込期日は「平成26年３月11日（火）」 

③ 発行価格等決定日が平成26年３月５日（水）の場合、申込期間は「自 平成26年３月６日（木） 

至 平成26年３月７日（金）」、払込期日は「平成26年３月12日（水）」 

④ 発行価格等決定日が平成26年３月６日（木）の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、 

となりますのでご注意下さい。 
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５ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

６ 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当します。 

７ 申込証拠金には、利息をつけません。 

８ 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。 

したがいまして、 

① 発行価格等決定日が平成26年３月３日（月）の場合、受渡期日は「平成26年３月11日（火）」 

② 発行価格等決定日が平成26年３月４日（火）の場合、受渡期日は「平成26年３月12日（水）」 

③ 発行価格等決定日が平成26年３月５日（水）の場合、受渡期日は「平成26年３月13日（木）」 

④ 発行価格等決定日が平成26年３月６日（木）の場合、受渡期日は「平成26年３月14日（金）」 

となりますのでご注意下さい。 

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振

替口座での振替えにより行われます。 

 

（３）【申込取扱場所】 

 後記「３ 株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。 

 

（４）【払込取扱場所】 

店名 所在地 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 日本橋中央支店 東京都中央区日本橋一丁目７番17号 

 （注） 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 

 



 

－  － 
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３【株式の引受け】 

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 4,662,000株

東海東京証券株式会社 
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
１号 

666,000株

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 333,000株

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 333,000株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 333,000株

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 333,000株

１ 買取引受けによります。

２ 引受人は自己株式の処分

に対する払込金として、

払込期日に払込取扱場所

へ発行価額と同額を払込

むことといたします。 

３ 引受手数料は支払われま

せん。 

ただし、一般募集におけ

る価額（発行価格）と発

行価額との差額は引受人

の手取金となります。 

計 － 6,660,000株 － 

 

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） 

16,277,306,400 10,000,000 16,267,306,400 

 （注）１ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に

係る諸費用の概算額であります。 

２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

また、消費税等は含まれておりません。 

３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成26年２月18日（火）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。 

 



 

－  － 

 

(7) ／ 2014/02/20 21:03 (2014/02/20 21:03) ／ e00948_wk_14992767_0101010_証券_os7ゼリア新薬工業_目.doc 

7

（２）【手取金の使途】 

 上記差引手取概算額16,267,306,400円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割

当の手取概算額上限2,417,599,600円と合わせ、手取概算額合計上限18,684,906,000円について、平成28

年３月末までに7,200,000,000円を当社の埼玉工場及び筑波工場の設備投資資金に充当し、平成29年３月

末までの研究開発資金に11,484,906,000円を充当する予定であります。 

 

 当社埼玉工場での設備投資は、造粒能力や糖衣能力の増強に加え、当社医薬品の本格的な輸出の開始を

展望した生産体制の整備に着手するためのものであり、当社筑波工場での設備投資は、ドリンク剤の生産

能力を現在の1.5倍に拡大するためのものであります。 

 なお、第三部 参照情報 第１ 参照書類の１ 有価証券報告書（第59期）「第一部 企業情報 第３ 

設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画 (1）重要な設備の新設等」は、本有価証券届出書提出日

（平成26年２月21日）現在、以下のとおりとなっております。 

重要な設備の新設等 

投資予定額 着手及び完了予定 

会社名 
事業所名 

（所在地） 
セグメントの 
名称 

設備の内容
総額 

（百万円）
既支払額

（百万円）

資金調達方法
着手 完了 

完成後の
増加能力

提出会社 
埼玉工場 
（埼玉県熊谷市） 

医療用医薬品事
業・コンシュー
マーヘルスケア
事業 

医薬品等の
製造設備 

2,200 －
自己株式処分
資金 

平成26年 
４月 

平成27年 
12月 

（注）３

提出会社 
筑波工場 
（茨城県牛久市） 

コンシューマー
ヘルスケア事業 

医薬品等の
製造設備 

5,000 －
自己株式処分
資金 

平成26年 
４月 

平成28年 
３月 

ドリンク剤
4,500万本

／年
（注）４

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．資金調達方法欄の自己株式処分資金は、今回の一般募集及び本件第三者割当による調達資金です。 

３．完成後の増加能力は、生産品目が多岐にわたっており合理的に算出することが困難なため、記載を省略

しております。 

４．現在の生産能力対比50％の能力増となります。 

 

 また、当社は、平成26年４月からの３年間で医療用医薬品の研究開発資金に総額約160億円（人件費等

内部費用を除く）を投入する予定でありますが、今回の一般募集及び本件第三者割当による調達資金の一

部について、平成26年度に3,500,000,000円、平成27年度に5,500,000,000円及び平成28年度に

2,484,906,000円を欧州地域におけるアコファイド（適応症：機能性ディスペプシア）並びに日本及びア

ジア地域におけるＺ－100（適応症：子宮頸癌）及びＺ－360（適応症：膵臓癌）などの当社の医療用医薬

品の研究開発資金に充当予定であります。 

 なお、本有価証券届出書提出日（平成26年２月21日）現在における主な研究開発の内容は、以下のとお

りであります。 

開発番号／一般名 開発段階 開発地域 適応症 

Ｚ－338／アコチアミド 
（製品名：アコファイド）（注） 

フェーズⅢ準備中 欧州 機能性ディスペプシア 

Ｚ－100 フェーズⅢ準備中 日本及びアジア 子宮頸癌 

Ｚ－360 
フェーズⅡ（日本） 
フェーズⅡ準備中（アジア）

日本及びアジア 膵臓癌 

Ｚ－103／ポラプレジンク フェーズⅢ 日本 
味覚障害 
プロマック効能追加 

Ｚ－213／Ferric Carboxymaltose 臨床準備中 日本 鉄欠乏性貧血 

 （注） Ｚ－338／アコチアミド（製品名：アコファイド）は、日本においては平成25年３月に製造販売承認を取

得し、平成25年６月よりアコファイド錠100mgとして販売を開始しております。 

 



 

－  － 
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第２【売出要項】 
 

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】 

種類 売出数 売出価額の総額（円） 
売出しに係る株式の所有者の住所及び
氏名又は名称 

普通株式 990,000株 2,523,668,400 
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

野村證券株式会社 

 （注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集

の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から990,000株を上限として借入れる当社普通株式の

売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したもので

あり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場

合があります。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記

載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金）

及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者

割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの

売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分

の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書

の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト

（［URL］http://www.zeria.co.jp/）（新聞等）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前

に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。

しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される

事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ

る公表は行いません。 

２ 振替機関の名称及び住所 

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 

３ 売出価額の総額は、平成26年２月18日（火）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。 

 

２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】 

売出価格 
（円） 

申込期間 申込単位
申込証拠金

（円） 
申込受付場所

引受人の住所及
び氏名又は名称 

元引受契
約の内容

未定 
(注)１ 

自 平成26年３月７日(金) 
至 平成26年３月10日(月) 

(注)１ 
100株 

１株につき
売出価格と
同一の金額

野村證券株式
会社の本店及
び全国各支店

－ － 

 （注）１ 売出価格及び申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の

条件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。 

２ 株式の受渡期日は、平成26年３月14日（金）（※）であります。 

※ただし、株式の受渡期日については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募

集の条件」における株式の受渡期日と同一といたします。 

３ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

４ 申込証拠金には、利息をつけません。 

５ 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振

替口座での振替えにより行われます。 

 



 

－  － 
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】 
 

１ オーバーアロットメントによる売出し等について 

 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主

から990,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場

合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、990,000株を予定しておりますが、当該売出

数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行

われない場合があります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式

（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平成26年２月21日（金）開催

の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式990,000株の第三者割当による自己株式の

処分（本件第三者割当）を、平成26年３月27日（木）を払込期日として行うことを決議しております。（注）１ 

 また、野村證券株式会社は、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の終了する日の翌

日から平成26年３月19日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。（注）２）、借入れ株

式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を

上限とする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。）を行う場合があります。野村證

券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。

なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證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に係る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。 

 更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行う

ことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当するこ

とがあります。 

 オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって

取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村

證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第

三者割当における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当に

おける 終的な処分株式数がその限度で減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。 

 野村證券株式会社が本件第三者割当に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメ

ントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行

われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行わ

れない場合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって

野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当

における自己株式の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引

も行われません。 

（注）１ 本件第三者割当の内容は以下のとおりであります。 

(1）募集株式の種類及び数  当社普通株式 990,000株 

(2）払込金額の決定方法   発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における発

行価額と同一とする。 

(3）割当先         野村證券株式会社 

(4）申込期間（申込期日）  平成26年３月26日（水） 

(5）払込期日        平成26年３月27日（木） 

(6）申込株数単位      100株 

２ シンジケートカバー取引期間は、 

① 発行価格等決定日が平成26年３月３日（月）の場合、「平成26年３月６日（木）から平成26年３

月19日（水）までの間」 

② 発行価格等決定日が平成26年３月４日（火）の場合、「平成26年３月７日（金）から平成26年３

月19日（水）までの間」 



 

－  － 
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③ 発行価格等決定日が平成26年３月５日（水）の場合、「平成26年３月８日（土）から平成26年３

月19日（水）までの間」 

④ 発行価格等決定日が平成26年３月６日（木）の場合、「平成26年３月11日（火）から平成26年３

月19日（水）までの間」 

となります。 

 

２ ロックアップについて 

 一般募集に関連して、当社株主である有限会社伊部及び伊部幸顕は野村證券株式会社に対し、発行価格等決定

日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」とい

う。）中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則として当社株式の売却等を行わない旨合意

しております。 

 また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なし

には、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領す

る権利を付与された有価証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当及び株式分割による新株式発行等を

除く。）を行わない旨合意しております。 

 上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内

容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

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。 

 



 

－  － 
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第二部【公開買付けに関する情報】 
 

 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

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59期（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）平成25年６月27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60期第１四半期（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）平成25年８月９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60期第２四半期（自平成25年７月１日 至平成25年９月30日）平成25年11月13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60期第３四半期（自平成25年10月１日 至平成25年12月31日）平成26年２月７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（平成26年２月21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平成25年

６月28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。）の提出

日以後本有価証券届出書提出日（平成26年２月21日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事

業等のリスク」について変更及び追加がありました。 

 以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更及び追加箇所については＿＿＿罫で

示しております。 

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「事業等のリスク」に記載

された事項を除き、当該事項は本有価証券届出書提出日（平成26年２月21日）現在においてもその判断に変更はな

く、また新たに記載する将来に関する事項もありません。 

 

［事業等のリスク］ 

 当社グループの経営成績及び財政状態に対して影響を与える可能性の高い主なリスクとして、以下のようなも

のがあります。 

 なお、以下の文中における将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成26年２月21日）現在において

当社グループが判断したものであります。 

 

医薬品等の安全性 

 販売中の医薬品等に関して、予期しない副作用が確認される場合があります。この副作用が重篤な場合には、

その医薬品等の使用が制限されたり、販売を中止する可能性があります。主力製品にそのような事態が発生し

た場合には、当社グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

研究開発の成否 

 医薬品等の開発に関しては、多大な時間と費用を要します。研究段階において医薬品の候補になり得る化合

物を創製できる可能性は、高いものではありません。また、臨床研究の段階で予期しない副作用の発生や期待

する有効性が確認できない場合もあります。 

 このような理由から、途中で開発を断念したり、開発計画の変更により開発期間が延長される可能性があり

ます。こうした事態が発生した場合には、事業計画の大きな変更を迫られたり、当社グループの業績、財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

関連する諸法規等 

 医薬品等の販売や製造・研究開発は、その実施に関して薬事法等関連法規によって規制されています。これ

らの法規制の変更により、販売の中止や制限、研究開発の変更などをせざるを得ない場合があります。これら

の事態が発生した場合には、当社グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 医療用医薬品については国により薬価基準が定められております。通常は２年に１回の薬価改定により薬価

の引き下げが実施されます。この場合、売上高や利益を確保・増加させるには、販売数量の増加へ向けた努力

が必要になりますが、引き下げ幅が多大であった場合または期待した販売数量増が達成できない場合には、当

社グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。さらに、既存の薬剤にとって代わる新薬の開

発と上市が計画通り進行していない場合には、その影響が中長期的にも甚大なものとなる可能性があります。 

 また、医療政策や保険制度の変更が医薬品の処方等に影響を与え、市場の成長を変化させる可能性もありま

す。 

 

提携関係等 

 医薬品等の販売や研究開発の過程では、他社との間で、製品導入、共同販売、共同開発などが行われていま

す。これらの関係は、今後発生するさまざまな事情から解消される可能性を否定できません。現実に解消が

あった場合には、期待した経営成果を実現することができなくなり、当社グループの業績、財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

 



 

－  － 
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ジェネリック医薬品の参入等 

 自社の医療用医薬品について、特許期間が満了したり、国によって定められた再審査期間が終了した場合に

は、ジェネリック医薬品の参入が予想されます。これにより医療用医薬品市場での競合が激化し、当社グルー

プの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、新薬の開発と上市が計画通り進行していない場

合には、その影響が中長期的にも甚大となる可能性があります。 

 

企業買収等 

 国内外における事業拡大の一環として企業買収を実施してきた当社グループにおいては、買収後の連結財務

バランスに多額の「のれん」が計上されております。これまでTillotts Pharma AGをはじめ、買収を通じてグ

ループ企業となった連結子会社はグループ業績に多大な貢献をしてきておりますが、これら子会社の今後の業

績がさまざな要因により低迷した場合には、のれんの減損により当社グループの業績、財政状態に甚大な影響

を及ぼす可能性があります。 

 

訴訟の発生等 

 人々の健康に直接的に係りを持つ医薬品事業等の展開にあたっては、副作用や品質管理上の問題により予期

せぬ健康被害の発生に直面する可能性を否定できません。また、幾多の提携関係等をベースとして事業を営む

当社グループにおいては、提携等の内容・条件や提携関係の継続の可否を巡って、相手先との間で紛争の発生

する可能性も否定できません。これらの事態が訴訟に進展した場合、その結果によっては、当社グループの業

績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

災害の発生等 

 大規模な災害の発生等により工場または原材料等の仕入先が被災した場合には、その程度によっては工場の

操業が一時的に停止する可能性があります。これら事態の発生に備え、製造の一部委託あるいは原材料等の複

数社からの購買等の対応を進めてはおりますが、操業の停止が長期に亘る場合には、製品供給に支障を来たし、

当社グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

海外展開等 

 海外での事業展開にあたっては、展開する国や地域の法令、税制、薬事行政等の変更により、期待する事業

展開が困難となったり、事業の収益性に重大な影響が生じる可能性があります。今後アジア地域における事業

展開の本格化を経営課題の１つに掲げる当社グループにとって、これらの事態に直面した場合には、期待する

経営成果を実現することができなくなる可能性があります。 

 

 なお、上記以外にもさまざまなリスクがあり、ここに記載されたものが当社グループのすべてのリスクではあ

りません。 

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】 
 

ゼリア新薬工業株式会社本社 

（東京都中央区日本橋小舟町10番11号） 

札幌支店 

（札幌市白石区南郷通十一丁目南３番13号） 

名古屋支店 

（名古屋市名東区本郷二丁目173番４号） 

大阪支店 

（吹田市広芝町５番16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） 

 



 

－  － 
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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】 
 

 該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 
 

会社名 ゼリア新薬工業株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長  伊部 幸顕

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。 

 

３ 当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。 

     92,710百万円

 

（参考） 

 （平成24年１月31日の上場時価総額） 

 東京証券取引所に
おける最終価格 

 
発行済株式総数 

 

 1,325円 × 48,290,173株 ＝ 63,984百万円

      

 （平成25年１月31日の上場時価総額） 

 東京証券取引所に
おける最終価格 

 
発行済株式総数 

 

 1,436円 × 48,290,173株 ＝ 69,344百万円

      

 （平成26年１月31日の上場時価総額） 

 東京証券取引所に
おける最終価格 

 
発行済株式総数 

 

 2,726円 × 53,119,190株 ＝ 144,802百万円

 



事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

  

１ 事業内容の概要 

当社の企業集団は、当社、子会社17社で構成され、医療用医薬品事業、コンシューマーヘルスケア事業及びその他

の事業を展開しております。 

(1) 当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

  

(2) 事業の系統図は次のとおりであります。 

 
  

医療用医薬品事業  ・・・・ 当社は医療用医薬品を製造・仕入並びに販売しております。Tillotts 

Pharma AGは主に医療用医薬品の製造・販売を行っております。 

コンシューマーヘルスケ

ア事業 

・・・・ 当社はセルフメディケーションに係るＯＴＣ医薬品及び健康食品を製

造・仕入並びに販売しております。ゼリアヘルスウエイ㈱は薬局・代理

店ルート以外のＯＥＭを中心とした健康食品等を当社から仕入れて販売

しております。ZERIA USA,INC.は医薬品事業に係る各種サービス事業の

ほか、原料の輸出入を行っております。イオナ インターナショナル㈱は

医薬部外品を含む化粧品の製造・販売を行っております。ZPD A/Sは医薬

品原料の製造・販売を行っております。なお、Biofac Esbjerg A/Sは平

成25年４月８日付で社名をZPD A/Sに変更いたしました。 

その他 ・・・・ ㈱ゼービスは保険代理業及び不動産業等の事業を、ゼリア商事㈱は販促

物の仕入・販売等の事業を、㈱ゼリアエコテックは各種メンテナンス等

の事業を行っております。 

2014/02/18 19:01:5714992218_有価証券届出書（参照）_20140218190122
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２ 主要な経営指標等の推移 

(1) 連結経営指標等 

 （注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 

売上高 (千円)  47,670,496  50,745,707  49,482,197  53,169,587  53,317,844

経常利益 (千円)  1,366,359  1,467,507  3,158,699  4,417,162  4,676,998

当期純利益 (千円)  1,203,139  1,001,776  1,842,695  2,861,017  3,982,226

包括利益 (千円)  －  －  1,026,760  2,948,887  7,457,917

純資産額 (千円)  27,711,993  27,995,224  28,423,633  30,494,755  36,910,476

総資産額 (千円)  58,110,147  70,971,376  73,779,090  75,201,165  78,246,849

１株当たり純資産額 (円)  669.72  676.77  684.87  734.06  888.41

１株当たり当期純利益 (円)  28.91  24.21  44.55  69.19  96.32

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円)  －  －  －  －  －

自己資本比率 (％)  47.7  39.4  38.4  40.4  46.9

自己資本利益率 (％)  4.2  3.6  6.5  9.8  11.9

株価収益率 (倍)  37.4  41.1  22.4  21.3  15.1

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円)  423,628  5,858,132  5,847,559  6,028,426  3,878,531

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円)  △3,363,989  △15,479,681  △7,292,566  △2,566,631  571,905

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円)  3,258,908  10,373,841  2,838,680  △2,433,502  △3,340,487

現金及び現金同等物 

の期末残高 
(千円)  2,670,679  3,442,345  4,817,728  5,581,288  7,235,017

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(名)  1,159  1,280  1,287

 

 

1,297

(148)

 

 

1,298

(139)
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(2) 提出会社の経営指標等 

 （注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 

売上高 (千円)  46,670,684  47,861,251  42,235,993  44,972,132  45,232,110

経常利益 (千円)  1,249,302  1,310,764  2,363,267  2,852,533  3,701,212

当期純利益 (千円)  1,160,007  878,264  1,385,128  1,892,824  3,516,424

資本金 (千円)  6,593,398  6,593,398  6,593,398  6,593,398  6,593,398

発行済株式総数 (株)  48,290,173  48,290,173  48,290,173  48,290,173  48,290,173

純資産額 (千円)  27,182,167  27,292,255  27,265,004  28,786,288  33,396,668

総資産額 (千円)  55,581,479  66,735,918  68,031,930  69,110,778  69,830,896

１株当たり純資産額 (円)  656.92  659.77  659.32  696.24  807.87

１株当たり配当額 (円)  16.00  16.00  19.00  23.00  27.00

(内１株当たり 

中間配当額) 
(円)   (8.00)  (8.00)  (9.00)  (11.00)  (13.00)

１株当たり当期純利益 (円)  27.87  21.23  33.49  45.78  85.06

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円)  －  －  －  －  －

自己資本比率 (％)  48.9  40.9  40.1  41.7  47.8

自己資本利益率 (％)  4.2  3.2  5.1  6.8  11.3

株価収益率 (倍)  38.8  46.9  29.7  32.2  17.1

配当性向 (％)  57.4  75.4  56.7  50.2  31.7

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(名) 

 

 

1,065  

 

1,073

(116)

 

 

1,046

(124)

 

 

1,054

(146)

 

 

1,063

(137)
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株式会社プロネクサス　印刷
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