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募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ 

 

 

2016年６月 10日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等

につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2016年６月 28日開催の当社取締役会に

おいて、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。 

 

記 

１．公募による募集株式発行の件 

（１） 募 集 株 式 の 払 込 金 額  １株につき 金 2,295円 

（ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、本募集

株式の発行を中止する。） 

（２） 募集株式の払込金額の総額  80,325,000,000円 

（３） 仮 条 件  １株につき 2,700円から 3,200円 

米国預託株式（以下「ADS」という。）については、１

ADSにつき 26.5米ドルから 31.5 米ドル 

（１ADS は、当社普通株式１株を受領する権利を表章す

る。） 

（４） 仮 条 件 の 決 定 理 由 等   

  仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のよう

な評価を得ております。 

①日本、タイ、台湾を中心に収益化ができており、インドネシアにおいてもユーザーが

順調に拡大していること。 

②新広告商材を含め、新規サービスにおいて今後も成長が期待できること。 

③各種のサービスや各国・各地域での競合が激しいこと。 

   

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規

上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を

総合的に検討した結果、仮条件は１株につき 2,700円から 3,200 円（ADS については、１

ADSにつき 26.5 米ドルから 31.5米ドル）の範囲が妥当であると判断いたしました。 

 

２．第三者割当増資による募集株式発行の件 

（１） 募 集 株 式 の 払 込 金 額  １株につき 金 2,295円 

（２） 募集株式の払込金額の総額  12,048,750,000円 

 



 

  

３．当社が指定する販売先に対する親引けの件 

当社が、引受人に対し、販売を要請している親引け先の概況については以下のとおりです。 

（１）親引け先の状況等 

① 親引け先の概要  

名称 LINE従業員持株会 

所在地 

（事務局） 
東京都渋谷区渋谷二丁目21番１号 

代表者の役職

及び氏名 
理事長 落合 紀貴 

② 当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。 

③ 親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のために行うものであります。 

④ 親引けしようとする株式の数 未定（国内募集に係る募集株式のうち、650,000 株を上

限として、発行価格決定日（2016年７月 11日）に決定

する予定。） 

⑤ 株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。 

⑥ 払込みに要する資金等の状況 当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会にお

ける積立て資金の存在を確認しております。 

⑦ 親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。 

 

（２）株券等の譲渡制限 親引け先のロックアップについては、下記【ご参考】の

「２．ロックアップについて」をご参照下さい。 

 

（３）販売条件に関する事項 販売価格は、仮条件による需要状況等を勘案した上で決

定する予定の発行価格と同一となり、発行価格決定日に

決定する予定です。 

 



 

  

（４）親引け後の大株主の状況 

氏名又は名

称 
住所 

所有株式数 

(株) 

株式総数 

に対する 

所有株式 

数の割合 

(％) 

公募による募集

株式発行後の所

有株式数 

(株) 

公募による募集

株式発行後の株

式総数に対する

所有株式数の割

合 

(％) 

NAVER 

Corporation 

韓国 京畿道

城南市盆唐区

仏亭路６ 

174,992,000 87.27 174,992,000 74.30 

シン ジュ

ンホ 

韓国 ソウル

特別市 

10,264,500 

(10,264,500) 

5.12 

(5.12) 

10,264,500 

(10,264,500) 

4.36 

(4.36) 

イ ヘジン 
韓国 ソウル

特別市 

5,572,000 

(5,572,000) 

2.78 

(2.78) 

5,572,000 

(5,572,000) 

2.37 

(2.37) 

イ ジュン

ホ 

韓国 ソウル

特別市 

1,638,000 

(1,638,000) 

0.82 

(0.82) 

1,638,000 

(1,638,000) 

0.70 

(0.70) 

LINE 従業員

持株会 

東京都渋谷区

渋谷二丁目 21

番１号 

－ － 650,000 0.28 

パク イビ

ン 
東京都品川区 

109,000 

(109,000) 

0.05 

(0.05) 

109,000 

(109,000) 

0.05 

(0.05) 

出澤 剛 東京都渋谷区 
96,500 

(96,500) 

0.05 

(0.05) 

96,500 

(96,500) 

0.04 

(0.04) 

舛田 淳 
神奈川県川崎

市中原区 

94,500 

(94,500) 

0.05 

(0.05) 

94,500 

(94,500) 

0.04 

(0.04) 

キム ソン

フン 

韓国 京畿道

城南市 

90,000 

(90,000) 

0.04 

(0.04) 

90,000 

(90,000) 

0.04 

(0.04) 

ヤン ヒチ

ャン 

東京都西東京

市 

80,000 

(80,000) 

0.04 

(0.04) 

80,000 

(80,000) 

0.03 

(0.03) 

コ ヨンス 
韓国 京畿道

城南市 

74,500 

(74,500) 

0.04 

(0.04) 

74,500 

(74,500) 

0.03 

(0.03) 

計 ― 
193,011,000 

(18,019,000) 

96.26 

(8.99) 

193,661,000 

(18,019,000) 

82.23 

(7.65) 

  (注) １． 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2016年６月 10日現在のもので

あります。 

 ２． 公募による募集株式発行後の所有株式数及び公募による募集株式発行後の株式総数に

対する所有株式数の割合は、2016年６月 10日現在の所有株式数及び株式総数に、公募

による募集株式発行及び親引け（当社従業員持株会650,000株として算出）を勘案した

場合の株式数及び割合になります。 

 ３． 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 ４． （ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

  

（５）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。 



 

  

 

（６）その他参考になる事項 該当事項はありません。 

 



 

  

【ご参考】 

１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要 

（１） 募集株式の数及び売出株式数 

 ① 募集株式の数  普通株式 35,000,000株 

（国内募集 13,000,000株、海外募集 22,000,000株。
最終的な内訳は、上記募集株式数の範囲内で、需要
状況等を勘案の上、発行価格決定日に決定される。） 

 ② 売 出 株 式 数  普通株式 オーバーアロットメントによる国内売出し 

1,950,000株（※） 

オーバーアロットメントによる海外売出し 

3,300,000株（※） 

（２） 需要の申告期間  2016年６月 29日（水曜日）から 
2016年７月８日 （金曜日）まで 

（３） 価 格 決 定 日  2016年７月 11日（月曜日） 
（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、
仮条件による需要状況等を勘案した上で決定する。） 

（４） 申 込 期 間 
（国 内） 

 2016年７月 12日（火曜日）から 
2016年７月 13日（水曜日）まで 

（５） 払 込 期 日  2016年７月 14日（木曜日） 

（６） 株 式 受 渡 期 日  2016年７月 15日（金曜日） 



 

  

  

（※） オーバーアロットメントによる国内売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を

勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがってオ

ーバーアロットメントによる国内売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したも

のであり、需要状況等により減少又は中止される場合があります。 

オーバーアロットメントによる国内売出しの対象となる当社普通株式は、オーバー

アロットメントによる国内売出しのために、野村證券株式会社が当社株主である

NAVER Corporation（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これ

に関連して、当社は、2016 年６月 10 日及び 2016 年６月 28 日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 1,950,000株の第三者割当増資（以

下「国内第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。 

また、野村證券株式会社は、2016 年７月 15 日から 2016 年８月８日までの間（以下

「国内シンジケートカバー取引期間」という。）、Morgan Stanley & Co. LLC、ゴール

ドマン・サックス証券株式会社及びＪＰモルガン証券株式会社と協議の上、貸株人から借入

れる株式の返却を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントに

よる国内売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「国内シ

ンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。 

なお、野村證券株式会社は、国内シンジケートカバー取引により取得した株式に対

応する株式数について、割当てに応じない予定でありますので、その場合には国内第

三者割当増資における割当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、失権により国内第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか又は発行そ

のものが全く行われない場合があります。また、国内シンジケートカバー取引期間内

においても、野村證券株式会社は、Morgan Stanley & Co. LLC、ゴールドマン・サッ

クス証券株式会社及びＪＰモルガン証券株式会社と協議の上、国内シンジケートカバ

ー取引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式数で国内シンジケートカバ

ー取引を終了させる場合があります。 

また、オーバーアロットメントによる海外売出しは、海外募集に伴い、その需要状

況等を勘案し、Morgan Stanley & Co. LLC が行う海外市場における売出しであります。

したがってオーバーアロットメントによる海外売出しに係る売出株式数は上限株式

数を示したものであり、需要状況等により減少又は中止される場合があります。 

オーバーアロットメントによる海外売出しの対象となる当社普通株式は、オーバー

アロットメントによる海外売出しのために、Morgan Stanley & Co. LLC が貸株人より

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社を経由して借入れる株式であります。こ

れに関連して、当社は、2016 年６月 10 日及び 2016 年６月 28 日開催の取締役会にお

いて、Morgan Stanley & Co. LLC を割当先とする当社普通株式 3,300,000 株の第三者

割当増資（以下「海外第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。 

また、Morgan Stanley & Co. LLC は、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス

証券株式会社及びＪＰモルガン証券株式会社と協議の上、貸株人から借入れる株式の

返却を目的として、2016 年７月 14 日から 2016 年８月８日までの間、米国 New York 

Stock Exchange（以下「ニューヨーク証券取引所」という。）において、また、2016

年７月 15 日から 2016 年８月８日までの間、東京証券取引所において、オーバーアロ

ットメントによる海外売出しに係る売出株式数を上限とする ADS及び当社普通株式の

買付け（以下「海外シンジケートカバー取引」と総称する。）を行う場合があります。 

なお、Morgan Stanley & Co. LLC は、海外シンジケートカバー取引により取得した

ADS 及び株式に対応する株式数について、割当てに応じない予定でありますので、そ

の場合には海外第三者割当増資における割当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、失権により海外第三者割当増資における最終的な発行数が減少

するか又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、海外シンジケート

カバー取引が行われる上記の期間内においても、Morgan Stanley & Co. LLC は、野村

證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びＪＰモルガン証券株式会社

と協議の上、海外シンジケートカバー取引を全く行わないか又は上限株式数に至らな

い株式数で海外シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

 

 



 

  

東京証券取引所では 2016年７月 15日より当社普通株式の取引が開始される予定ですが、ニ

ューヨーク証券取引所では 2016年７月 14日（米国東部標準時間）より ADSの取引が開始され

る予定であります。 



 

  

２．ロックアップについて 

公募による募集株式発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して、貸株人であるNAVER 

Corporation並びに当社の新株予約権者であるシン ジュンホ、イ ヘジン、イ ジュンホ、パク イ

ビン、出澤 剛、舛田 淳、キム ソンフン、ヤン ヒチャン、コ ヨンス、ヤン ソクホ、カン ビ

ョンモク、イ ジョンファ、池邉 智洋、カン ヒョンビン、キム デソク、グォン スンホ、島村 武

志、田端 信太郎、パク ヨンヒ、イ ソクチャン、グォン スンジョ、チョン ヨンヒ、イ ジョン

ウォン、キ コカン、稲垣 あゆみ、佐々木 大輔、杉本 謙一、落合 紀貴、イ ウンジョン、森 啓、

泉原 克人、中山 剛志及びカン ソクホは、野村證券株式会社、Morgan Stanley & Co. LLC、ゴール

ドマン・サックス証券株式会社及びＪＰモルガン証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コー

ディネーター」という。）に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180

日目の2017年１月10日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、ジョ

イント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式又はADSの売

付等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）

を行わない旨を約束する書面を2016年７月11日付で差し入れる予定であります。 

また、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイン

ト・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式若しくはADSの発

行、当社普通株式若しくはADSに転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式若しくは

ADSを取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、公募による募集株式発行、第

三者割当増資及び株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を2016年７月11日付で差し入れ

る予定であります。 

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ

期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間

を短縮する権限を有しております。 

さらに、親引け先である当社従業員持株会は、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内

募集の共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び

国内募集の共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式又はADSの売付等を行わな

い旨を約束する書面を2016年７月11日付で差し入れる予定であります。 

なお、上記の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内募集の共同主幹事

会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部若しくは全部につき解除し、又

はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。 

上記のほか、当社は株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上

場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行

っております。 

 

以 上 

 

 

ご注意： この文章は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに

類する行為のために作成されたものではありません。2016年６月 10日の当社取締役会において決議され

た当社普通株式の募集及び売出し（以下「本件募集」といいます。）への投資判断を行うに際しては、必

ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、

投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂

正事項分）は引受証券会社より入手することができます。  

     本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933 年米国証券

法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売

を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて

作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社より入手することができ

ます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。当社

は、米国における販売を行うため、1933 年米国証券法に基づいて本件募集の一部の登録を行いました。

ただし、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書は、日本国内において又は日本の居住者

に対しては、交付されません。 

 


