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新株予約権発行および 

エクイティ・コミットメントライン契約（新株予約権買取契約）締結に関するお知らせ 
 

 
当社は、平成18年1月17日開催の取締役会において、Deutsche Bank AG London（以下 ドイツ銀行ロンドン支店）

を割当先とする第1回新株予約権および第2回新株予約権の発行および、ドイツ銀行ロンドン支店との間で、以下
の内容を含む新株予約権の買取契約を締結することを決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知

らせします。 
 

記 
 

 
■新株予約権の発行およびエクイティ・コミットメントライン契約締結の理由と本スキームの特徴 
わが国経済の堅調な回復が続く中、当社が属する不動産業界におきましても、オフィス需要の回復を反映し、

都心部を中心に空室率低下と賃料上昇が顕著になっております。また、Ｊ-ＲＥＩＴに代表される不動産投資市場
の拡大によって不動産に対する要求利回りの低下が続くなど、不動産流動化事業を柱に“21世紀を代表する総合

不動産企業”への飛躍を期す当社にとっては、総じて追い風とも言うべき良好な市場環境となっております。こ
うした環境下、当社は、ビジネスモデル強化・ビジネスカテゴリー拡大を事業戦略の柱とした中期経営計画「URBAN 

Grand Vision 2010」の完遂に向けて、大型流動化案件の組成や、Ｍ＆Ａを含む各種アライアンス、新会社の設立
や新たなストラクチャーへの取組みなど、様々な挑戦を続けております。当社では、今後も上記施策を通じて更

なる成長と企業価値向上を実現させる所存であり、長期安定資金の確保と資本の充実を図るという観点から、今
般、最大で400億円相当のエクイティ・ファイナンスを実施することを決定致しました。 

 今回当社は、ドイツ銀行ロンドン支店を新株予約権の割当先とするエクイティ・コミットメントラインを設定
いたします。本スキームは、機動的な資金調達・当社資金ニーズへの最適なマッチング・既存株主の皆様への配

慮といった、他にない優れた利点を有するため、当社として最良の選択と判断いたしました。本スキームのポイ
ントは以下の2点です。 

第一は、新株予約権の行使を第1回と第2回の異なる2つの契約形態に分けた点です。第1回については発行
日（平成18年2月 9日）後5営業日までに100億円相当の全新株予約権の権利行使が行われる見込みであること
から、資本調達が極めて短期間で可能となっている一方、第2回については、平成18年 2月 10日から平成20

年 2月8日までの2年間に亘る権利行使請求期間中に、当社からの指図により権利行使が行われることで、適切
かつ機動的な資金調達が可能となっております。当社からの権利行使についての指図は、資金調達額300億円相

当のうち250億円相当分に認められており、当社の資金ニーズに最も即した形での資金調達を可能にしつつ、既
存の株式価値の希薄化を最小化する配慮も反映させることができます。第二に、新株予約権の権利行使における

ディスカウント率が公募増資と同等水準（第１回分：2％、第2回分：3％）であり、かつ株価上昇局面では権利
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行使価額も引き上がる仕組みとなっていることが挙げられます。このことにより、公募増資に比して既存株式の

希薄化がより抑制されることとなり、ここでも既存株主の皆様の有する株式価値に最大限配慮したスキームとな
っております。 

尚、本エクイティ・コミットメントライン契約の締結に際し、本日別途決議・発表された株式分割及び配当の
修正による株価への影響を考慮し、本エクイティ・コミットメントラインに基づく新株予約権の当初行使価額に

ついては平成18年1月18日から24日の当社株価終値の平均値としております。 
 

 
■エクイティ･コミットメントライン契約(新株予約権買取契約)について 

当社は、ドイツ銀行ロンドン支店に対して、第1回新株予約権(以下第1回)については20個(全数権利行使時
の払込金額100億円相当)、第2回新株予約権(以下第 2回)については 60個(同 300億円相当)の合計80 個（同

最大400億円）を第三者割当の方法で発行いたします。第1回については、発行日（平成18年 2月 9日）の翌日
より平成18年2月16日までの期間中にドイツ銀行ロンドン支店は権利行使を行う用意があります。ただし、上
記の対象期間中における当社の東京証券取引所における普通株式の普通取引の価格が第1回の新株予約権の要項

に定める下限行使価額を下回った場合、または当社の財政状態または経営成績に重大な悪影響をもたらす事態が
発生した場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は権利行使を行いません。第2回については、平成18年 2月17日

以降、ある一定の条件下（＊1）を除き、不動産流動化事業及びその周辺事業に係る投資資金の発生に対応し、当
社がドイツ銀行ロンドン支店に対し、権利行使可能な新株予約権の個数を指示し、当該指示の範囲内で、同社は

権利行使を行う（＊2）という機動的な対応が可能になっています。また当社は、権利行使請求期間中、何度でも
権利行使の指示をすることが可能です。なお、権利行使時の行使価額につきましては、当初行使価額を平成 18

年 1月18日から1月 24日まで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の平均値とし、平成18 
年 2 月10 日以降、第1回については各行使請求の効力発生日の前日までの5連続取引日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の98％を基準に修正され、第 2回については各行使請求の効力発生日の前日
までの2連続取引日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の97％を基準に修正されるといっ

た過去発行された新株予約権に比べディスカウント幅が小さく設定されております。 
（＊1）当社から権利行使の指示があった場合にも、指示書作成時において当社がその業務等に関する重要事実

で未公表のものを保有していたことが判明した場合、または当社の財政状態もしくは経営成績に重大な悪
影響をもたらす事態が発生した場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は権利行使を行いません。 

（＊2）当社が新株予約権の行使を指示した場合、当該指示に基づく数量の新株予約権のうち20個を上回る部分

についての新株予約権の行使は、ドイツ銀行ロンドン支店の裁量によってなされます。 
 

■新株予約権の権利行使に伴う情報開示について 
当社がドイツ銀行ロンドン支店に権利行使の開始及び終了の指示を行う場合、速やかに情報開示を行うととも

に、本行使指示に基づく権利行使が終了した後には、速やかに権利行使の結果について情報開示を行います。 
 

第1回新株予約権の発行要項 
 

1. 新株予約権の名称 株式会社アーバンコーポレイション第 1 回新株予約権
（以下「本新株予約権」という｡） 

2. 本新株予約権の発行価額の総額 金 1,000,000円 
3. 申込期間 平成18年 2月9日 

4. 払込期日 平成18年 2月9日 
5. 募集の方法 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権を

Deutsche Bank AG Londonに割当てる。 

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 
 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 
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 (2) 本新株予約権者が本新株予約権を行使した場合に、当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこ

れに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行または移転を「交付」と
いう。)する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に500,000,000円を乗じ、これを行使価額（以

下に定義する。）で除した数とし、1 株未満の端数は切り捨てる。各本新株予約権の目的である
株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除

した数とする。 
 (3) 本新株予約権が行使された場合に交付すべき当社普通株式の総数は、第 7 項記載の本新株予約権

の総数に500,000,000円を乗じ、これを行使価額(以下に定義する。)で除した数(1株未満の端数
は切り捨てる。)を上限とし、当初の上限株式数は 10,000,000,000 円を当初行使価額（以下に定

義する。）で除し、1株未満の端数を切り捨てた数とする。 
7. 本新株予約権の総数 20個 

8. 各本新株予約権の発行価額 金 50,000円 
9. 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 
 (1) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式 1 株当りの払込金額
(以下「行使価額」という。)は、当初、平成18年 1月18日から同月24日の株式会社東京証券取

引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)
の平均値に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額(以下「当初行使価額」という。)と

同額とする。なお、上記の計算の結果算出される行使価額が11,250円を下回るときは、行使価額
は11,250円とする。 

10. 行使価額の修正 
 平成18年 2月16日以降、第19項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正

日」という｡）において、当該修正日の前日までの 5 連続取引日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(気配表示を含む。)の平均値の 98％に相当する金額の 1 円未満の端数を切上げた金額

（以下「修正日価額」という｡）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合または下
回る場合には、行使価額は、当該修正日価額に修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使

価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は
当初、5,625円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。上記5連続取引日の間に
第 11 項に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、修正後の行使価額は当該事由を勘案して調

整されるものとする。 
11. 行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生
じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下行使価額調整式という｡）

をもって行使価額を調整する。 
          

        新発行・ 1株当たりの 
      既発行 処分株式数 × 発行・処分価額 

  調整後 調整前 株式数 
＋ 

時価 

  行使価額 
＝ 

行使価額 
× 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 
 
 

 
 

(2) 

 
 

行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期について
は、次に定めるところによる。 

 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を新たに発行
または当社の有する当社普通株式を処分する場合 
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調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。 
 ② 株式分割により当社普通株式を発行する場合 

  調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能
利益から資本に組入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する

旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以
前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該配当可能利益の

資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 
なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の

資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法によ
り、当社普通株式を交付する。この場合、株券の交付については第20項の規定を準用する。 

 
 

    調整前 調整後 調整前行使価額により当該 

  行使価額 
－ 

行使価額 
× 

期間内に交付された株式数 

  
株式数 ＝ 

調整後行使価額 

  この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。 
 
 

 ③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは転換で
きる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行す

る場合、調整後の行使価額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全て
が当初の転換価額で転換されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式

を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日
以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。 
 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとど

まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事
由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使

価額からこの差額を差引いた額を使用する。 
 (4)

① 

 

行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 
  ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号②ただ

し書の場合は株主割当日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日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の平均値（当日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、
平均値の計算は、円位未満小数第2 位まで算出し、小数第2 位を四捨五入する。 

  ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が
ない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、

当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合
には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株主割当日における当社の有する当社普

通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 
 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

行使価額の調整を行う。 
  ① 株式の併合、資本の減少、商法第373 条に定められた新設分割、商法第374 条ノ16 に定められた

吸収分割、または合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 
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  ② その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の

調整を必要とするとき。 
  ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 
 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がい

ずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。
ただし、この場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする｡ 

 (7) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並
びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用

の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②ただし書に示される株式分
割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみ

やかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額
の調整についてのみ効力を有する｡ 

12. 本新株予約権の行使請求期間 

 平成18年 2月10日から平成19年 2月 9日までとする。但し、第14項各号に従って本新株予約権の全部
または一部が消却される場合、消却される本新株予約権については、消却のための通知がなされた日の翌

営業日までとする。 
13. その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできない。 
14. 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

 (1) 当社は、本新株予約権の消却が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の
翌日以降、商法第280条ノ 36の規定に従って通知し、かつ（本新株予約権証券が発行されている

場合は）公告したうえで、当該消却日に、本新株予約権1個当たり50,000円の価額で、残存する
本新株予約権の全部または一部を消却することができる。一部消却をする場合には、抽選その他

の合理的な方法により行うものとする。 
 (2) 当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総

会で承認決議した場合、商法第280条ノ36の規定に従って通知し、かつ（本新株予約権証券が発
行されている場合は）公告したうえで、当該消却日に、本新株予約権1個当たり50,000円の価額
で、残存する本新株予約権の全部を消却する。 

15. 新株予約権の譲渡制限 
 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

16. 新株予約権証券の発行 
 当社は、本新株予約権者の請求があるときに限り、本新株予約権証券を発行するものとする。 

17. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額 
 本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、当該発行価額より資本に組

入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額は、当該発行価額に 0.5を乗じ、その結果、1円未満の端
数を生じるときはその端数を切上げた額とする。 

18. 期中に新株予約権の行使があった場合の取扱い 
 本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式の配当金または商法第 293 条ノ 5 に定められた

金銭の分配（中間配当金）については、行使請求が10月1日から3月31日までの間になされたときは10
月 1日に、4月 1日から9月30日までの間になされたときは4月1日にそれぞれ当社普通株式の交付があ

ったものとみなしてこれを支払う。 
19. 新株予約権の行使請求の方法  
 (1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項

を記載してこれに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、第
12項に定める行使請求期間中に第21項記載の行使請求受付場所に提出しなければならない。 
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 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書及び（発行されてい

る場合は）本新株予約権証券の提出に加えて、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の
全額を現金にて第22項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当
該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発

生する。 
20. 株券の交付方法 

 当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 
21. 行使請求受付場所 

 株式会社アーバンコーポレイション 総務部 
22. 払込取扱場所 

 住友信託銀行株式会社 広島支店 
23. 新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 
 本新株予約権及び買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレ

ーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の発行価額を50,000円とした。さらに、本新株予
約権の行使に際して払込をなすべき額は第9項記載のとおりとし、行使価額は当初、平成18年 1月18日

から平成18年1月24日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(気配表示を含む)の平
均値に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。 

24. その他 
 (1) 商法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社

は必要な措置を講じる。 
 (2) 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 
   

 
 

第 2回新株予約権の発行要項 
 

1. 新株予約権の名称 株式会社アーバンコーポレイション第2回新株予約権（以下

「本新株予約権」という｡） 
2. 本新株予約権の発行価額の総額 金 3,000,000円 

3. 申込期間 平成18年 2月9日 
4. 払込期日 平成18年 2月9日 

5. 募集の方法 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権をDeutsche 
Bank AG Londonに割当てる。 

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 
 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

 (2) 本新株予約権者が本新株予約権を行使した場合に、当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに
代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。)

する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に500,000,000円を乗じ、これを行使価額（以下に定義
する。）で除した数とし、1 株未満の端数は切り捨てる。各本新株予約権の目的である株式の数(以

下「割当株式数」という。)は、当該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除した数とする。 
 (3) 本新株予約権が行使された場合に交付すべき当社普通株式の総数は、第 7項記載の本新株予約権の総

数に 500,000,000 円を乗じ、これを行使価額(以下に定義する。)で除した数(1 株未満の端数は切り

捨てる。)を上限とし、当初の上限株式数は30,000,000,000円を当初行使価額（以下に定義する。）
で除し、1株未満の端数を切り捨てた数とする。 
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7. 本新株予約権の総数 60個 

8. 各本新株予約権の発行価額 金 50,000円 
9. 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 
 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式 1株当りの払込金額(以

下「行使価額」という。)は、当初、平成18年 1月18日から同月24日の株式会社東京証券取引所(以
下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均

値に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「当初行使価額」という。)と同額とする。
なお、上記の計算の結果算出される行使価額が11,250円を下回るときは、行使価額は11,250円とす

る。 
10. 行使価額の修正 

 平成18年 2月 10日以降、第19項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正
日」という｡）において、当該修正日の前日までの2連続取引日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(気配表示を含む。)の平均値の97％に相当する金額の1円未満の端数を切上げた金額（以

下「修正日価額」という｡）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合または下回る場
合には、行使価額は、当該修正日価額に修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以

下に定義する。) を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当
初、9,000円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。上記2連続取引日の間に第

11項に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、修正後の行使価額は当該事由を勘案して調整さ
れるものとする。 

11. 行使価額の調整 
 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じ

る場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という｡）
をもって行使価額を調整する。 

   
 

       新発行・ 1株当たりの 
     既発行 処分株式数 

× 
発行・処分価額 

  調整後 調整前 株式数 
＋ 

時価 

  行使価額 = 行使価額 
× 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 
  

 

(2) 

 
 

行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、
次に定めるところによる。 

 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を新たに発行ま
たは当社の有する当社普通株式を処分する場合、調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、

募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 
 ② 株式分割により当社普通株式を発行する場合 
  調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利

益から資本に組入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取
締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日

を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該配当可能利益の資本組入
れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資
本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、



ご注意: この文書は、当社が新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。 
    8 
 

 

当社普通株式を交付する。この場合、株券の交付については第20項の規定を準用する。 

 
 

    調整前 調整後 調整前行使価額により当該 

  行使価額 
－ 

行使価額 
× 

期間内に交付された株式数 

  
株式数 ＝ 

調整後行使価額 
  この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。 

 

 
 ③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは転換でき

る証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場
合、調整後の行使価額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初
の転換価額で転換されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用し

て算出するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを
適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用

する。 
 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどま

る限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が
発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額か

らこの差額を差引いた額を使用する。 
 (4)

① 

 

行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 
 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号②ただし

書の場合は株主割当日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日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の平均値（当日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値

の計算は、円位未満小数第2 位まで算出し、小数第2 位を四捨五入する。 
 ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がな

い場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当

該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、
行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株主割当日における当社の有する当社普通株式に

割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 
 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行

使価額の調整を行う。 
 ① 株式の併合、資本の減少、商法第373 条に定められた新設分割、商法第374 条ノ16 に定められた吸

収分割、または合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 
 ② その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調

整を必要とするとき。 
 ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 
 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がいず

れかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。た
だし、この場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする｡ 

 (7) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び

にその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日
の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②ただし書に示される株式分割の場
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合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこ

れを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整につ
いてのみ効力を有する｡ 

12. 本新株予約権の行使請求期間 
 平成18年 2月10日から平成20年 2月8日までとする。但し、第14項各号に従って本新株予約権の全部

または一部が消却される場合、消却される本新株予約権については、消却のための通知がなされた日の翌
営業日までとする。 

13. その他の本新株予約権の行使の条件 
 各本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 新株予約権の消却事由及び消却の条件 
 (1) 当社は、本新株予約権の消却が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日

以降、商法第280条ノ36の規定に従って通知し、かつ（本新株予約権証券が発行されている場合は）
公告したうえで、当該消却日に、本新株予約権1個当たり 50,000 円の価額で、残存する本新株予約
権の全部または一部を消却することができる。一部消却をする場合には、抽選その他の合理的な方法

により行うものとする。 
 (2) 当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で

承認決議した場合、商法第280条ノ 36の規定に従って通知し、かつ（本新株予約権証券が発行され
ている場合は）公告したうえで、当該消却日に、本新株予約権1個当たり 50,000 円の価額で、残存

する本新株予約権の全部を消却する。 
15. 新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 
16. 新株予約権証券の発行 

 当社は、本新株予約権者の請求があるときに限り、本新株予約権証券を発行するものとする。 
17. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額 

 本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、当該発行価額より資本に組
入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額は、当該発行価額に 0.5 を乗じ、その結果、1 円未満の端

数を生じるときはその端数を切上げた額とする。 
18. 期中に新株予約権の行使があった場合の取扱い 
 本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式の配当金または商法第 293 条ノ 5 に定められた

金銭の分配（中間配当金）については、行使請求が10月1日から3月31日までの間になされたときは10
月 1日に、4月 1日から9月30日までの間になされたときは4月1日にそれぞれ当社普通株式の交付があ

ったものとみなしてこれを支払う。 
19. 新株予約権の行使請求の方法  

 (1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記
載してこれに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、第12項に

定める行使請求期間中に第21項記載の行使請求受付場所に提出しなければならない。 
 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書及び（発行されている場

合は）本新株予約権証券の提出に加えて、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現
金にて第22項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本
新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

20. 株券の交付方法 
 当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 
21. 行使請求受付場所 

 株式会社アーバンコーポレイション 総務部 
22. 払込取扱場所 
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 住友信託銀行株式会社 広島支店 

23. 新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 
 本新株予約権及び買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレ

ーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の発行価額を50,000円とした。さらに、本新株予約
権の行使に際して払込をなすべき額は第9項記載のとおりとし、行使価額は当初、平成18年 1月 18日か

ら平成18年 1月 24日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(気配表示を含む)の平均
値に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。 

24. その他 
 (1) 商法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必

要な措置を講じる。 
 (2) 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 
   

 

 
【ご参考】 

1. 調達資金の使途 
(1) 調達資金の使途 

本新株予約権の行使に際して当社が受領する手取概算額39,718,982,500円（全て行使が行われたとの仮定
し、平成18年1月17日時点終値を使用して計算している参考概算額）については、当社の行う不動産流動化

事業及びその周辺事業にかかる投資資金に充当する予定であります。 
(2) 前回調達資金の使途の変更 

前回の調達資金は計画通り使用されており、変更はありません。 
(3) 業績に与える見通し 

今回の資金調達により、不動産流動化事業及びその周辺事業における収益力の向上が見込まれます 
 

2. 株主への利益配分等 
(1) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。各事業年度の利益の状

況と将来の事業展開を総合的かつ長期的に考慮し、事業拡大と収益向上のための内部留保に努めるととも
に、株主の皆様への安定的な配当水準を維持することを基本方針としております。 

 
(2) 配当決定の考え方 

平成18年3月期の期末配当につきましては、本日、別途発表の株式分割を反映すると共に、期末配当予想を
1株当たり10円に修正しております。これは分割前の期末配当予想1株当たり20円に対して実質2.5倍となる

予定です。 
配当修正の詳細に関しましては別途本日付発表の「平成18年3月期配当予想の修正（実質増配）に関するお

知らせ」を、株式分割の詳細に関しましては同じく別途本日発表の「株式の分割（無償交付）及び新株予
約権等の行使価額の調整に関するお知らせ」をご参照願います。 

 
(3) 内部留保資金の使途 

平成18年3月期の内部留保資金につきましては、事業資金等に活用してまいります。 
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(4) 過去3 決算期間の配当の状況 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 

1株当たり当期純利益 103.72円 152.16円 149.65円 

1株当たり配当金 
（1株当たり中間配当金） 

10.00円 
（－円） 

20.00円 
（－円） 

20.00円 
（5.00円） 

実績配当性向 9.6% 13.1% 13.4% 

株主資本利益率 13.13% 16.83% 22.89% 

株主資本配当率 1.18% 2.01% 3.12% 

（注）１．自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たりの各数値（配当額は除く）の計算につ

いては発行済株式数から自己株式数を控除して算出しております。 
２．平成15年3月期から、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定にあたっては、「1株当たり

当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株あたり当期純利益に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。 

３．実績配当性向は、当該決算期間の1株当たり配当金を1株当たり当期純利益で除した数値です。 
４．株主資本利益率は、当該決算期間の当期純利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の部 

  合計の平均）で除した数値です。 
５．株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均）

で除した数値です。 

(5) 潜在株式による希薄化情報 
第1回、第2回の新株予約権ともに実際の行使価額については、所定の計算式に基づいた行使時点での時価

の98％ないし97％による修正行使価額になる可能性がありますが、当初行使価額の下限である1月17日の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値で全て権利行使がなされたと仮定した場合、1月17

日現在の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は8.1％です。 
 
3. 過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 
①過去3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

2007年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 

発行総額 3,000百万円 

発行日 平成14年2月5日 

当初転換価格 1,529円 
 
2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 

発行総額 13,065百万円 

発行日 平成17年2月14日 

当初転換価格 3,790円 

 
②過去3 決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

始値 1,377円 402円 
1,601円 
□2,630円 

3,430円 

高値 1,510円 1,645円 
5,420円 
□3,440円 

14,230円 

安値 
400円 350円 

1,365円 

□2,540円 

3,260円 

終値 414円 1,592円 □3,400円 11,250円 
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株価収益率 3.99倍 10.46倍 22.72倍 ―倍 

（注）１．□印は、株式分割（平成17年2月18日、1株を2株に分割）による権利落後の株価であります。  

   ２．平成18年3月期の株価については、平成18年1月17日現在で表示しています。 
   ３．各決算期の株価収益率は、当該決算期末の株価（終値）を当該決算期の1株当たり当期純利益で 

   除した数値であります。 
 

4. 本新株予約権の割当予定先の概要 （平成17 年11月30日現在） 

割当予定先の氏名または名称 Deutsche Bank AG London 

割当新株予約権数 80個 

払込金額 金 4,000,000円 

住所 
Winchester House, 1 Great Winchester Street, London 
EC2N2DB, England, UK 

代表者の氏名 ヨゼフ アッカーマン(Josef Ackermann) 

資本の額 1,416百万ユーロ 

事業の内容 銀行業 

割当予定 
先の内容 

大株主及び持株比率 UBS AG 5.58% 

出資関係 
当社が保有している割当予定先の株式の数：なし 
割当予定先が保有している当社の株式の数：214,600株 

当社との 
関係 

取引関係等 該当事項なし 

 人的関係等 該当事項なし 

（注）出資関係については、平成18年1月6日時点の数値で表示しております。 

 
5. 本新株予約権発行日程（予定） 

新株予約権発行決議取締役会 
平成18年1月17日 

有価証券届出書提出 

平成18年1月24日 有価証券届出書の訂正届出書提出 

有価証券届出書効力発生日 

新株予約権発行取締役会決議公告 平成18年1月25日 

Deutsche Bank AG Londonとの買取契約締結 

平成18年2月9日 申込期日 

平成18年2月9日 払込期日 

平成18年2月10日 新株予約権行使請求開始日（第1回及び第2回新株予約
権） 

平成19年2月9日 新株予約権行使請求終了日（第1回新株予約権） 

平成20年2月8日 新株予約権行使請求終了日（第2回新株予約権） 

 

6. その他 
当社の代表取締役であり大株主である房園博行は、権利行使の請求期間において割当予定先への貸株を行います。
また、本新株予約権の割当予定先であるDeutsche Bank AG Londonは、本新株予約権に関して、当社の普通株式の

空売りを目的とする借株については、本新株予約権の行使によって取得することとなる当社の普通株式数を超え
ては行わないことになっております。 


