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１．共通のご案内 

 

（1）振替新株予約権の発行手続きの流れ 

振替新株予約権の発行手続きの流れは、以下の表のとおりです。 

 

＊１ ドラフト書類について 

発行を予定されている新株予約権の内容や提出書類の記載内容の確認のため、事前にご提

出いただいております。 

 

＊２ 同意書・印鑑証明書について 

将来発行される新株予約権も含めた包括同意とするため、１度ご提出いただいていれば、

以後の提出は不要です。当機構に提出済みかどうかを事前にご確認ください。 

 

＊３ 取扱開始通知書について 

当機構では、取扱申請の内容について審査を行った後、取扱いが決定した振替新株予約権

の発行者に対し、取扱開始通知書をお送りしています。取扱いを開始する日までに、Target

を通じてお送りします。 

 

＊４ 新規記録日について 

 標準日程では、非上場新株予約権の場合は払込期日の翌営業日、ライツ・オファリングの

場合は株主確定日の翌営業日が新規記録日となります。 

 

 

日程 発行者 機構 

発行決議日の 

2週間前まで 
ドラフト書類の提出(*1) 

 

 

～ 
 

 
 ドラフト書類の確認 

発行決議日まで 同意書・印鑑証明書の提出(*2) 
 

 

発行決議日 発行要項等の提出 
 

 

～ 
 

 
 取扱いに係る審査 

～ 
 

 
 取扱開始通知書の送付(*3) 

新規記録日(*4) 
 

 
 

 

メール 

 

 

郵送 

Target 

 
Target 
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（2）取扱開始後について

所定の事象が発生した場合、書類のご提出が必要となります。詳細は当機構ホームペ

ージに掲載しております。下記 URLからご確認ください。 

https://www.jasdec.com/system/less/notice/06.html 

（3）お問合せ先

＊本件に関するお問合せ先・書類の送付先＊ 

株式会社証券保管振替機構 振替業務部 

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町７－１ ７階 

電話番号：03-3661-1836 

Targetほふりサイト 

https://portal.arrowfront.jp/target/x/jsdlcs/webportal/top.html 
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２．非上場新株予約権の第三者割当てに係る提出書類一覧 

提出時期 提出書類 
提出方法

（※１） 
内 容 

発行決議日の 
2 週間前まで 

同意書[ST02-01]（ドラフト） 

メール
・ 取扱可否に関わりますので、余裕

を持ってご提出ください。

代表者の印鑑証明書（スキャン） 

発行要項（ドラフト） 

非上場新株予約権取扱申請書 

[ST02-02]（ドラフト） 

発行決議日まで 

同意書[ST02-01]

郵送 

・ 新株予約権の同意に関しては、取
締役会決議は必要ありません。

・ 将来発行される新株予約権も含
めた包括同意とするため、発行の
都度ご提出いただく必要はあり
ません。

代表者の印鑑証明書 

・ 同意書とセットでご提出いただ
く書類です。

・ 発行日から 3 ヶ月以内の原本を
ご提出ください。

発行決議日 
(※２） 

発行要項（確定版） 

Target 

非上場新株予約権取扱申請書 

[ST02-02]（確定版）

・ 「新規記録日」には、払込日の翌
営業日をご記入ください。 

(※１）提出方法 

・メール…送付先メールアドレスは担当者から直接お伝えしますので、振替業務部にお電話ください。 

電話番号は、「１. 共通のご案内」の「(3)お問合せ先」（p.3）をご参照ください。 

・郵送 …振替業務部宛にお送りください。郵送先は、「１. 共通のご案内」の「(3)お問合せ先」（p.3）

をご参照ください。 

・Target…後述の「６．Targetでの書類提出の方法」（p.11）をご参照ください。Target での提出区

分についても、記載しています。 

(※２）決議時点において、払込金額等の条件が未定の場合 

決議日に「発行要項」及び「非上場新株予約権取扱申請書」（未定事項がある旨を記載）をご提出の

うえ、条件決定後に、決定内容を記載した書類を追加でご提出ください。 
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３．ライツ・オファリング（コミットメント型）に係る提出書類一覧

提出時期 提出書類 
提出方法 

（※） 
内 容 

発行決議日の 

2 週間前まで 

同意書 [ST02-01]（ドラフト） 

メール
・ 取扱可否に関わりますので、余裕

を持ってご提出ください。

代表者の印鑑証明書（スキャン） 

発行要項（ドラフト） 

スケジュール

発行決議日まで 

同意書 [ST02-01] 

郵送 

・ 新株予約権の同意に関しては、取
締役会決議は必要ありません。

・ 将来発行される新株予約権も含
めた包括同意とするため、発行の
都度ご提出いただく必要はあり
ません。

代表者の印鑑証明書 

・ 同意書とセットでご提出いただ
く書類です。

・ 発行日から 3 ヶ月以内の原本を
ご提出ください。

発行決議日 

(決議後速やか

に) 

※提出時間は

予めご相談 

発行要項（確定版） Target 

総株主通知等請求書 

（会社法第 277 条に基づく新株予

約権の無償割当て等用）[ST80-06] 

Target 

・ 株主確定日の前営業日から起算
して 7 営業日前の日の 16 時まで
にご提出ください。

・ 基準日を設定する場合は提出不
要です。 

新株予約権無償割当て 

[ST98-30-01]
Target 

・ 振替株式の銘柄コードをご記入
ください。

・ 対価の割当ての対象とならない
自己株式を保有する場合には、自
己株式が記録されている加入者
口座コードを事前にご確認くだ
さい。 

・ 払込取扱銀行の口座番号・名義を
事前にご確認ください。 

一般の新株予約

権者の行使期間

開始日の 2 営業

日前まで 

取得条項付新株予約権の全部取得

[ST98-32-01] 
Target 

・ 新株予約権の銘柄コードをご記
入ください。

・ 全部抹消日については、全部取得
日をご記入ください。

株主確定日の 

前営業日 

午前中まで 

新株予約権無償割当て 

（株式数確定後） [ST98-30-03] 
Target 

・ 振替株式の銘柄コードをご記入
ください。

株主確定日＋ 

４営業日 

午前中まで 

公示情報 [ST98-44] Target 

・ 新株予約権の銘柄名称及び銘柄
コードをご記入ください。

・ 発行される新株予約権の総数を
ご記入ください。
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新株予約権数確

定後速やかに

（取得対価が振

替商品の場合） 

取得条項付新株予約権の全部取得

(確定後) [ST98-32-02] 
Target 

・ 新株予約権の銘柄コードをご記
入ください。 

・ 取得対価が金銭の場合は、提出不
要です。取得対価として、振替株
式等の振替商品を交付する場合
に、ご提出ください。 

全部行使後 

速やかに 
新株予約権の全部行使 [ST98-42] Target 

・ 新株予約権の銘柄コードをご記
入ください。 

 

 

（任意提出書類） 

提出時期 提出書類 
提出方法 

（※） 
内 容 

行使期間開始

まで余裕を持

って 

口座管理機関への通知文 Target ・ 詳細は株主名簿管理人にご確認
ください。 

株主名簿管理人からの通知文 Target 

・ 株主名簿管理人よりご提出いた
だく書類です。 

・ 詳細は株主名簿管理人にご確認
ください。 

 

(※）提出方法 

・メール…送付先メールアドレスは担当者から直接お伝えしますので、振替業務部にお電話ください。 

電話番号は、「１. 共通のご案内」の「(3)お問合せ先」（p.3）をご参照ください。 

・郵送 …振替業務部宛にお送りください。郵送先は、「１. 共通のご案内」の「(3)お問合せ先」（p.3）

をご参照ください。 

・Target…後述の「６．Targetでの書類提出の方法」（p.11）をご参照ください。Target での提出区 

分についても、記載しています。 
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４．ライツ・オファリング（ノンコミットメント型)に係る提出書類一覧 

 

 

 

 

 

 

提出時期  提出書類 
提出方法 

（※） 
内 容 

発行決議日の 

2 週間前まで 

同意書[ST02-01]（ドラフト）              

メール 
・ 取扱可否に関わりますので、余裕

を持ってご提出ください。 

代表者の印鑑証明書（スキャン） 

発行要項（ドラフト）   

スケジュール 

発行決議日まで 

同意書[ST02-01] 

郵送 

・ 新株予約権の同意に関しては、取
締役会決議は必要ありません。 

・ 将来発行される新株予約権も含
めた包括同意とするため、発行の
都度ご提出いただく必要はあり
ません。 

代表者の印鑑証明書 

・ 同意書とセットでご提出いただ
く書類です。 

・ 発行日から 3 ヶ月以内の原本を
ご提出ください。 

発行決議日 

(決議後速やか

に) 

※提出時間は 

予めご相談 

発行要項（確定版） Target  

総株主通知等請求書 

（会社法第 277 条に基づく新株予

約権の無償割当て等用）[ST80-06]  

Target 

・ 株主確定日の前営業日から起算
して 7 営業日前の日の 16 時まで
にご提出ください。 

・ 基準日を設定する場合は提出不
要です。 

新株予約権無償割当て 

[ST98-30-01] 
Target 

・ 振替株式の銘柄コードをご記入
ください。 

・ 対価の割当ての対象とならない
自己株式を保有する場合には、自
己株式が記録されている加入者
口座コードを事前にご確認くだ
さい。 

・ 払込取扱銀行の口座番号・名義を
事前にご確認ください。 

株主確定日の 
前営業日 
午前中まで 

新株予約権無償割当て 

（株式数確定後） [ST98-30-03] 

Target ・ 振替株式の銘柄コードをご記入
ください。 

株主確定日＋ 
４営業日 
午前中まで 

公示情報 [ST98-44] Target 

・ 新株予約権の銘柄名称及び銘柄
コードをご記入ください。 

・ 発行される新株予約権の総数を
ご記入ください。 
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（任意提出書類） 

提出時期 提出書類 
提出方法

（※） 
内 容 

行使期間開始ま

で余裕を持って 

口座管理機関への通知文 Target 
・ 詳細は株主名簿管理人にご確認

ください。 

株主名簿管理人からの通知文 Target 

・ 株主名簿管理人よりご提出いた
だく書類です。 

・ 詳細は株主名簿管理人にご確認
ください。 

 

(※）提出方法 

・メール…送付先メールアドレスは担当者から直接お伝えしますので、振替業務部にお電話ください。 

電話番号は、「１. 共通のご案内」の「(3)お問合せ先」（p.3）をご参照ください。 

・郵送 …振替業務部宛にお送りください。郵送先は、「１. 共通のご案内」の「(3)お問合せ先」（p.3）

をご参照ください。 

・Target…後述の「６．Targetでの書類提出の方法」（p.11）をご参照ください。Target での提出区 

分についても、記載しています。 

 

 

7



５．Target での書類提出の方法  

（1）Targetほふりサイトへのログイン 

Targetほふりサイト（https://portal.arrowfront.jp/target/x/jsdlcs/webportal/top.html）に 

アクセスし、ユーザ ID及びパスワードを入力し、ログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザ ID及びパスワード

を入力し、「ログイン」ボタ

ンをクリックしてください。 

ユーザ IDやパスワードがわからなくなってしま

った場合や、ログインしようとするとエラーメッセ

ージが出る場合には、「その他の質問」を確認

してください。 

○Targetほふりサイトの基本的な操作方法及び Target ID に係るお問い合わせ先 

 

 ＜Targetサポートデスク：0570-050-999＞（9:00～17:30（土日祝祭日を除く）） 

 （PHS又は IP 電話の場合：03-3570-6065） 
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（2）提出書類の選択 

メニューの「書類を提出する」タブをクリックしてください。 

 

 
 

 

「（コーポレートアクション等に関する通知書）新株予約権」の右側にある「提

出」ボタンをクリックしてください。 
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（3）提出書類の登録 

通知事項をプルダウンから選択し、提出書類（PDFファイル等）を添付したう

えで、「確認」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

提出書類（PDFファイル

等）を添付してください。 

通知事項を選択し、提出する書

類を添付したら、「確認」ボタンを

クリックしてください。 

※まだ提出は完了していません。 

該当する通知事項については、次ページの「※提出区

分一覧」を確認してください。 

また、通知事項によっては「その他通知事項」欄への記

載が必要となる場合がありますので、注意してください。 

通知事項を選択してく

ださい。最大 3 件まで

通知することができま

す。 
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※提出区分一覧 

①非上場新株予約権 

 

②ライツ・オファリング（コミットメント型） 

 

③ライツ・オファリング（ノンコミットメント型） 

 

提出書類名 
提出区分 

通知事項１ その他通知事項 

発行要項（確定版） 

非上場新株予約権の発行 ― 
非上場新株予約権取扱申請書 [ST02-02] 

提出書類名 
提出区分 

通知事項１ その他通知事項 

発行要項（確定版） 

新株予約権の無償割当て ― 
新株予約権無償割当て[ST98-30-01] 

新株予約権無償割当て（株式数確定後）[ST98-30-03] 

公示情報 [ST98-44] 

取得条項付新株予約権の全部取得[ST98-32-01] 取得条項付新株予約権の 

全部取得 
― 

取得条項付新株予約権の全部取得(確定後)[ST98-32-02] 

新株予約権の全部行使 [ST98-42] 新株予約権の全部の行使 ― 

総株主通知等請求書（会社法第277 条に基づく新株予 

約権の無償割当て等用）[ST80-06] 
新株予約権の無償割当て 総株主通知等請求書 

口座管理機関への通知文 その他 口座管理機関への通知文 

株主名簿管理人からの通知文 その他 株主名簿管理人からの通知文 

提出書類名 
提出区分 

通知事項１ その他通知事項 

発行要項（確定版） 

新株予約権の無償割当て ― 
新株予約権無償割当て [ST98-30-01] 

新株予約権無償割当て（株式数確定後） [ST98-30-03] 

公示情報 [ST98-44] 

総株主通知等請求書（会社法第277 条に基づく新株予 

約権の無償割当て等用）[ST80-06] 
新株予約権の無償割当て 総株主通知等請求書 

口座管理機関への通知文 その他 口座管理機関への通知文 

株主名簿管理人からの通知文 その他 株主名簿管理人からの通知文 
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（4）提出書類の確認 

通知内容を確認し、問題がなければ「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

（5）書類の提出完了 

以下の手続き完了画面が表示されたら、提出完了です。 
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（6）提出状態の確認 

Targetほふりサイトのトップページで、提出書類の状態を確認できます。 

提出済書類の状態が「受理」になれば、当機構への通知手続きは完了です。 

 

 

当機構に未提出の書類が表示されます。 

作成中の書類は「一時保存」状態として表示されます。 

当機構に提出した書類で、不備等があり差し戻された場合は「差

戻し」状態として表示されます。 

当機構に書類を提出すると「提出」状態で表示されます。 

当機構で書類の内容を確認している際は、「手続中」の状態にな

り、確認が完了すると「受理」の状態になります。 
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