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 第三者割当による新株式（優先株式）の発行に関するお知らせ  
 
 

 当社は、本日、平成17年12月21日に発表いたしました大和証券エスエムビーシープリンシパル・イ

ンベストメンツ株式会社（以下「大和証券SMBCPI」）、ゴールドマン･サックス・グループ、および株式会

社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」）との基本合意に従いこれらの当事者と株式引受契約を締結いた

しました。また当社は、本日開催の取締役会において、これらの契約に基づく第三者割当による新株式

（優先株式）の発行に関して決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、下記の

新株式発行につきましては、平成18年2月24日開催予定の当社臨時株主総会において関連する議案す

べてが承認されること等を条件としております。 
 
 

記 

 
 
１．新株式（優先株式）発行の理由 

当社は、ここ数年間、グローバルな競争の激化等による収益力の低下や新潟県中越地震の被災

など、厳しい経営環境にさらされております。こうした全社的な危機を乗り越えるべく、平成

17年7月5日に3ヵ年の構造改革プロジェクト「SANYO EVOLUTION PROJECT」をスタートし、

当該プロジェクトに基づき同年11月18日に「中期経営計画」（2005年度～2007年度）を策定い

たしました。この「中期経営計画」の達成を確実にし、事業を継続的に運営する基盤を取り戻す

ため、自己資本の増強および有利子負債の削減等による財務体質の強化が急務であると考えてお

ります。また資金面では、コア事業を中心とした成長戦略に必要な設備投資・研究開発投資に対

して2006年度約2,200億円、2007年度約2,300億円、および構造改革の一段の加速・推進のた

めに約1,000億円が必要となる見込みです。これらを総合的に勘案しますと、本優先株式発行に

よる約3,000億円の増資を今年度内に実行することが不可欠との判断にいたりました。 

そこで、短期間で今回の増資を引き受けることのできる資金調達力やその確実性を重視し、高

度の信用力と引受能力を兼ね備えた出資者として、当社の主幹事証券会社である大和証券エスエ

ムビーシーグループ、世界的に一流の投資銀行であり当社に十分なご理解をいただいているゴー

ルドマン・サックス・グループの関連会社であるオーシャンズ・ホールディングス有限会社（以
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下「オーシャンズHD」）、および当社の主要取引銀行である三井住友銀行の各当事者と、平成17

年12月21日に締結した基本合意に従い、株式引受契約（以下「本株式引受契約」）を締結いた

しました。 

本優先株式発行により当社の再成長に向けた財務基盤が整います。今後は、当社の強みを生か

した冷熱・産業機器、二次電池、デジタルカメラ、携帯電話などのコア事業への集中を一層進め、

構造改革を完遂することで「環境・エナジー先進メーカー」として改めて発展を遂げ、企業価値

の向上により皆様のご期待に沿うべく全社一丸となって努力して参る所存です。 

 

 

２．優先株式の概要 

本株式引受契約に従い、平成18年2月24日開催予定の当社臨時株主総会において関連する議

案すべてが承認されること等を条件とし、平成18年3月14日を払込期日として（ただし、本優

先株式の発行に伴う各国許認可等の関係上、変更する可能性はあります。）約3,000億円の優先

株式を発行いたします。 

発行する優先株式は第1回A種優先株式および第1回B種優先株式（以下「本各種優先株式」）

の2種類です。 

 

〈第1回Ａ種優先株式〉 

① 第1回A種優先株式1株（発行価額700円）は、平成19年3月14日以降平成38年3月

13日までの間、当社普通株式10株に転換する旨の転換予約権を有しております。したが

って、 第1回Ａ種優先株式１株は、普通株式10株に転換されることになります。 

② 第1回A種優先株式の配当金または中間配当金は、普通株主および他の種類株主と同順位

で、普通株式1株当たりの配当金または中間配当金に、その時点の上記①の転換比率を乗

じた額となっております。 

③ 第1回A種優先株式の残余財産は、第1回Ａ種優先株式１株につき700円を、普通株主に

優先いたします。 

④ 第1回A種優先株式は、株主総会において議決権を有します。 

⑤ 第1回A種優先株式の1単元の株式数（100株）は、普通株式の１単元の株式数（1,000

株）の10分の１となっております。 

 

〈第1回Ｂ種優先株式〉 

① 第1回B種優先株式1株（発行価額700円）は、払込期日の翌日以降平成38年3月13日

までの間、当社普通株式 10株に転換する旨の転換予約権が付されております。したがっ

て、第1回B種優先株式１株は、普通株式10株に転換されることになります。 

② 第1回B種優先株式の配当金または中間配当金は、普通株主および他の種類株主と同順位

で、普通株式1株当たりの配当金または中間配当金に、その時点の上記①の転換比率を乗

じた額となっております。 
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③ 第1回B種優先株式の残余財産は、第1回B種優先株式１株につき700円を、普通株主に

優先いたします。 

④ 第1回Ｂ種優先株式は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を

有しません。 

⑤ 第1回Ｂ種優先株式の1単元の株式数（100株）は、普通株式の１単元の株式数（1,000

株）の10分の１となっております。 

 

 

３．優先株式の発行要項 

Ⅰ．第1回A種優先株式発行要項 

(1) 株式の名称 

 三洋電機株式会社第1回A種優先株式 

(2) 発行株式数 

 182,542,200株 

(3) 発行価額 

 1株につき700円 

(4) 発行価額の総額 

 127,779,540,000円 

(5) 発行価額中資本に組入れない額 

 1株につき350円 

(6) 資本組入額の総額 

 63,889,770,000円 

(7) 申込期日 

 平成18年3月14日または取締役会決議により別途定める日 

(8) 払込期日 

 平成18年3月14日または取締役会決議により別途定める日 

(9) 配当起算日 

 平成18年3月14日 

(10) 割当方法 

 第三者割当ての方法により、大和証券SMBCPI（または大和証券SMBCPIの100％子会社）

に対して89,804,900株、オーシャンズHD（またはゴールドマン・サックス・グループ

の他の関連会社）に対して89,804,900株、三井住友銀行に対して2,932,400株をそれ

ぞれ割当てる。 

(11) 利益配当 

 当社は、定款第31条に定める利益配当を行うときは、第1回A種優先株式を有する株

主(以下｢第1回A種優先株主｣という。)または第1回A種優先株式の登録質権者(以下｢第

1回A種優先登録質権者｣という。)に対して、第1回A種優先株式1株当たり、普通株
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式1株当たりの配当金に、その時点における第1回A種優先株式転換比率(下記(15)①

において定められる。)を乗じた額の利益配当金(以下｢第1回A種利益配当金｣という。)

を、普通株式を有する株主(以下｢普通株主｣｣という。)または普通株式の登録質権者(以

下｢普通登録質権者｣という。)および第1回B種優先株式を有する株主(以下｢第1回B

種優先株主｣という。)または第1回B種優先株式の登録質権者(以下｢第1回B種優先登

録質権者｣という。)と同順位にて支払う。ただし、平成18年3月末日に終了する営業

年度の利益配当については、払込期日から起算するものとする。 

(12) 中間配当 

 当社は、定款第32条に定める中間配当を行うときは、第1回A種優先株主または第1

回A種優先登録質権者に対して、第1回A種優先株式1株当たり、普通株式1株当たり

の中間配当金に、その時点における第1回A種優先株式転換比率を乗じた額の中間配当

金(以下｢第1回A種中間配当金｣という。)を、普通株主または普通登録質権者および第

1回B種優先株主または第1回B種優先登録質権者と同順位にて支払う。 

(13) 残余財産の分配 

 ① 当社は、残余財産分配を行う場合には、第1回A種優先株主または第1回A種登録

質権者に対して、普通株主または普通登録質権者に先立ち、第1回B種優先株主お

よび第1回B種登録質権者と同順位にて、第1回A種優先株式1株当たり700円(以

下｢第1回A種優先残余財産分配額｣という。)を支払う。 

 ② 当社は、前号に基づく残余財産分配の分配後、さらに残余する財産があるときは、

第1回A種優先株主または第1回A種登録質権者に対して、第1回A種優先株式1

株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額に、その時点における第1回A種

優先株式転換比率を乗じた額の残余財産を、普通株主または普通登録質権者および

第1回B種優先株主または第1回B種優先登録質権者と同順位にて支払う。 

(14) 議決権 

 第1回A種優先株式は、株主総会において議決権を有する。 

(15) 普通株式への転換予約権 

 ① 第1回A種優先株主は、平成19年3月14日以降、平成38年3月13日までの間(以

下｢第1回A種優先株式転換予約権行使期間｣という。)、第1回A種優先株式1株に

つき普通株式10株の割合(以下｢第1回A種優先株式転換比率｣という。ただし、第

②号に従い変更された場合には、当該変更後の比率を｢第1回A種優先株式転換比率｣

という。)で第1回A種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。 

 ② 第1回A種優先株式転換比率は、合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減

少またはその他当社の発行済普通株式数が変更する事由が生じる場合で、第1回A

種優先株主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点から当該転換比率の調整が必

要とされる場合には、取締役会が適切と判断する転換比率に変更される。 

  なお、かかる変更後の第1回A種優先株式の転換比率による第1回A種優先株式の

転換により発行すべき普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたと
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きは、商法第220条に定める端数の処理に準じてこれを取り扱う。 

(16) 強制転換 

 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第1回A種優先株式は、平成38年3

月14日を経過した場合には、商法第222条の9の規定による転換の効力発生日をもっ

て、その時点における第1回A種優先株式転換比率により、普通株式となる。 

(17) 株式の併合および分割、新株引受権等 

 ① 当社は、株式の併合または分割を行うときは、普通株式、第1回A種優先株式およ

び第1回B種優先株式ごとに、同時に同一の割合でこれを行う。また、当社は、株

主に新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権(以下「新株

引受権等」という。)を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式

の、第1回A種優先株主には第1回A種優先株式の、第1回B種優先株主には第1

回B種優先株式の新株引受権等を、それぞれ同時に同一の割合で第1回A種優先株

主の権利・利益に鑑みての実質的に公平な割当価額、行使価額その他の条件により

与える。 

 ② 株式の分割が行われたときは、第1回A種優先残余財産分配額は、以下の算式によ

り計算される残余財産分配額に調整される。 

 

 

 

 ③ 株式の併合が行われたときは、第1回A種優先残余財産分配額は、以下の算式によ

り計算される残余財産分配額に調整される。 

 

 

 

 ④ 株主に新株の引受権を与えた新株発行が行われたときは、第1回A種優先残余財産

分配額は、以下の算式により計算される残余財産分配額に調整される。なお、以下

の式で用いる上記(3)に定める第1回A種優先株式の1株当たりの発行価額または調

整前の第1回A種優先株式の1株当たりの発行価額は、第1回A種優先株式の分割、

併合またはこれに類する事由があった場合には、合理的な調整を行なうものとする。 

 

 

 

 

 

 

  ただし、二回目以降に関しては、上記の算式中の｢上記(3)に定める第1回A種優先

株式の1株当たりの発行価額｣は、以下の算式により計算される｢調整後の第1回A

調整前の第1回 

A種優先残余財産分配額 × 
分割前の第1回A種優先株式数 

分割後の第1回A種優先株式数 
＝ 

調整後の第1回 

A種優先残余財産分配額 

調整前の第1回 

A種優先残余財産分配額 

 

× 
併合前の第1回A種優先株式数 

併合後の第1回A種優先株式数 

 

＝ 
調整後の第1回 

A種優先残余財産分配額 

調整前の 

第1回A種 

優先残余 

財産分配額 新株発行後の 

第1回A種優先株式数 

 

×

調整後の 

第1回A種 

優先残余 

財産分配額 

＝  

新発行の 

第1回A種 

優先株式数 

上記(3)に定める 

第1回A種 

優先株式の 

1株当たりの 

発行価額 

上記(3)に定める第1回A種優先 

株式の1株当たりの発行価額 
× 

× 
新株発行前の 

第1回A種 

優先株式数 

新発行の 

第1回A種 

優先株式の 

1株当たりの 

発行価額 

＋ × 
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種優先株式の1株当たりの発行価額｣に読み替えられるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 株主に新株予約権または新株予約権付社債の引受権を与えた新株予約権または新株

予約権付社債の発行が行われたときは、第1回A種優先残余財産分配額は、上記④

に定めるところに準じて適切に調整される。 

 ⑥ 上記②乃至⑤の調整額の算定については、円位未満小数第3位まで算出し、その小

数第3位を四捨五入する。 

 

Ⅱ．第1回B種優先株式発行要項 

(1) 株式の名称 

 三洋電機株式会社第1回B種優先株式 

(2) 発行株式数 

 246,029,300株 

(3) 発行価額 

 1株につき700円 

(4) 発行価額の総額 

 172,220,510,000円 

(5) 発行価額中資本に組入れない額 

 1株につき350円 

(6) 資本組入額の総額 

 86,110,255,000円 

(7) 申込期日 

 平成18年3月14日または取締役会決議により別途定める日 

(8) 払込期日 

 平成18年3月14日または取締役会決議により別途定める日 

(9) 配当起算日 

 平成18年3月14日 

(10) 割当方法 

 第三者割当ての方法により、大和証券SMBCPI（または大和証券SMBCPIの100％子会社）

に対して88,766,600株、オーシャンズHD（またはゴールドマン・サックス・グループ

の他の関連会社）に対して88,766,600株、三井住友銀行に対して68,496,100株をそれ

ぞれ割当てる。 

調整後の 

第1回A種 

優先残式の 

1株当たりの 

発行価額 

＝ 

調整前の第1回 

A種優先株式の 

1株当たりの 

発行価額 

前回の新株発行後の第1回A種優先株式数 

× 

前回の 

新株発行前の 

第1回A種 

優先株式数 

前回の新発行の 

第1回A種優先株式の 

1株当たりの発行価額 

＋ ×    

前回の 

新株発行の 

第1回A種 

優先株式数 
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(11) 利益配当 

 当社は、定款第31条に定める利益配当を行うときは、第1回B種優先株主または第1

回B種優先登録質権者に対して、第1回B種優先株式1株当たり、普通株式1株当たり

の配当金に、その時点における第1回B種優先株式転換比率(下記(15)①において定め

られる。)を乗じた額の利益配当金(以下｢第1回B種利益配当金｣という。)を、普通株

主または普通登録質権者および第1回A種優先株主または第1回A種優先登録質権者と

同順位にて支払う。ただし、平成18年3月末日に終了する営業年度の利益配当につい

ては、上記(8)に定める払込期日から起算するものとする。 

(12) 中間配当 

 当社は、定款第32条に定める中間配当を行うときは、第1回B種優先株主または第1

回B種優先登録質権者に対して、第1回B種優先株式1株当たり、普通株式1株当たり

の中間配当金に、その時点における第1回B種優先株式転換比率を乗じた額の中間配当

金(以下｢第1回B種中間配当金｣という。)を、普通株主または普通登録質権者および第

1回A種優先株主または第1回A種優先登録質権者と同順位にて支払う。 

(13) 残余財産の分配 

 ① 当社は、残余財産分配を行う場合には、第1回B種優先株主または第1回B種登録

質権者に対して、普通株主または普通登録質権者に先立ち、第1回A種優先株主お

よび第1回A種登録質権者と同順位にて、第1回B種優先株式1株当たり700円(以

下｢第1回B種優先残余財産分配額｣という。)を支払う。 

 ② 当社は、前号に基づく残余財産分配の分配後、さらに残余する財産があるときは、

第1回B種優先株主または第1回B種登録質権者に対し、第1回B種優先株式1株

当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額に、その時点における第1回B種優

先株式転換比率を乗じた額の残余財産を、普通株主または普通登録質権者および第

1回A種優先株主または第1回A種登録質権者と同順位にて支払う。 

(14) 議決権 

 第1回B種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権

を有しない。 

(15) 普通株式への転換予約権 

 ① 第1回B種優先株主は、上記(8)に定める払込期日の翌日以降、平成38年3月13

日までの間、第1回B種優先株式1株につき普通株式10株の割合(以下｢第1回B

種優先株式転換比率｣という。ただし、第②号に従い変更された場合には変更後の比

率を｢第1回B種優先株式転換比率｣という。)で第1回B種優先株式の普通株式への

転換を請求することができる。 

 ② 第1回B種優先株式転換比率は、合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減

少またはその他当社の発行済普通株式数が変更する事由が生じる場合で、第1回B

種優先株主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点から当該転換比率の調整が必

要とされる場合には、取締役会が適切と判断する転換比率に変更される。 
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  なお、かかる変更後の第1回B種優先株式の転換比率による第1回B種優先株式の

転換により発行すべき普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたと

きは、商法第220条に定める端数の処理に準じてこれを取り扱う。 

(16) 強制転換 

 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第1回B種優先株式は、平成38年3

月14日を経過した場合には、商法第222条の9の規定による転換の効力発生日をもっ

て、その時点における第1回B種優先株式転換比率により、普通株式となる。 

(17) 平成18年3月末日までに転換があった場合の取扱い 

 第1回B種優先株式の転換請求が平成18年3月末日までになされた場合に発行された

普通株式に対する平成18年3月末日に終了する事業年度の利益配当金の計算について

は、平成18年3月14日に転換がなされたものとみなす。 

(18) 株式の併合および分割、新株引受権等 

 ① 当社は、株式の併合または分割を行うときは、普通株式、第1回A種優先株式およ

び第1回B種優先株式ごとに、同時に同一の割合でこれを行う。また、当社は、株

主に新株引受権等を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、

第1回A種優先株主には第1回A種優先株式の、第1回B種優先株主には第1回B

種優先株式の新株引受権等を、それぞれ同時に同一の割合で第1回B種優先株主の

権利･利益に鑑みての実質的に公平な割当価額、行使価額その他の条件により与える。 

 ② 株式の分割もしくは併合、株主に新株の引受権を与えた新株発行、または、株主に

新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えた新株予約権もしくは新株予

約権付社債の発行が行われたときの、第1回B種優先残余財産分配額の調整につい

ては、第1回A種優先株式発行要項第(17)項②乃至⑥の規定を、それぞれ｢第1回A

種優先株式｣を｢第1回B種優先株式｣、｢第1回A種優先残余財産分配額｣を｢第1回

B種優先残余財産分配額｣と読み替えて適用する。 

 

 

４．本優先株式の転換および普通株式転換後の譲渡に関する制限事項 

（１）第1回A種優先株式については、平成19年3月13日までは普通株式への転換が制限され

ております。 

（２）第1回B種優先株式については、本株式引受契約において、平成19年3月13日までの間

は、当社の同意なく同優先株式の転換により発行される普通株式を第三者に譲渡すること

ができない旨合意しております。 

（３）大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社、オーシャンズ・ホ

ールディングス有限会社および株式会社三井住友銀行が締結した株主間契約において、引

受後2年間は、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社およ

びオーシャンズ・ホールディングス有限会社は、それぞれ、相手方の同意を得て売却する

場合を除き、全議決権数の 24.5％に相当する議決権を保有し続ける旨が合意されている
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と認識しております。 

 

 

５．優先株式発行による手取資金の使途 

「中期経営計画」に基づく設備投資、研究開発投資または構造改革の実行等に充当いたします。 

 

 

６．株主への利益配分等 

当社は、業績や財務状況等を勘案して利益配分を行い、株主利益の向上を図ることを基本方針

としております。しかしながら、前期に続き当期につきましても多額の損失を計上することにな

ることが予想されますことから、当社の財務状況は厳しい状況にあります。今回の増資資金をも

とに、「中期経営計画」に基づき、コア事業への集中を一層進め、構造改革を完遂することで財

務体質の改善を図り、企業価値を増大することによって、株主の皆様へ早期の復配ができるよう

努力して参る所存です。 

 

 

７．優先株式の発行に伴う新たな経営体制について 

本各種優先株式の発行に関し、また「中期経営計画」に基づく構造改革を達成し、「環境・エ

ナジー先進メーカー」として当社の強みを生かしたコア事業への選択と集中を進めるため、当社

は、当社の経営体制について、以下の施策を行うことを本株式引受契約において合意いたしまし

た。 

 

（１）代表取締役を含む取締役の辞任 

当社の代表取締役である井植 敏ならびに当社の取締役である井上 敏および梶川 修

は、平成18年2月24日開催予定の当社臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

また、当社の社外取締役である熊谷 信昭氏およびルイス・イー・ラティフ氏は、平成 18

年1月31日をもって辞任する予定です。 

なお、井上 敏および梶川 修は、取締役辞任後も、当社の専務執行役員として当社の業

務執行を担当する予定です。 

 

（２）取締役の数および任期の変更 

平成18年2月24日開催予定の当社臨時株主総会において、当社の取締役の定員を9名以

内とする定款変更議案、および取締役の任期を就任後1年以内の最終の決算期に関する定時

株主総会の終了の日までとする定款変更議案を上程いたします。 

 

（３）新任取締役候補者について 

大和証券エスエムビーシーグループ、ゴールドマン･サックス・グループおよび三井住友
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銀行に、当社の主たる株主として当社の企業価値向上のため経営に参画していただくべく、

各社から取締役の派遣を受け入れることとしました。平成18年2月24日開催予定の当社臨

時株主総会で承認いただくことを前提に、以下の5名が同日の当社臨時株主総会終結の時を

もって当社取締役に就任する予定であり、取締役候補者のうち前田 孝一氏、駿田 和彦氏

および楢葉 徹雄氏は取締役副社長にそれぞれ就任する予定です。 
 
氏名 前田 孝一 

生年月日 昭和23年12月20日 

学歴 昭和46年 3 月 京都大学 経済学部 卒業 

略歴 昭和46年 4 月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行 

平成10年 5 月 同 企業金融部長 

平成11年 6 月 同 執行役員 

平成14年 6 月 同 常務執行役員 

平成15年11月 SMFG企業再生債権回収㈱ 代表取締役社長 

平成17年11月 当社 副社長執行役員(現任) 

平成17年12月 同 本社管理部門統括(現任) 

 

氏名 駿田 和彦 

生年月日 昭和30年1月7日 

学歴 昭和52年 3 月 慶応義塾大学 法学部 政治学科卒業 

昭和59年 5 月 米国カリフォルニア州 クレアモント大学大学院 

 修士課程修了 

略歴 昭和52年 4 月  大和証券㈱ 入社 

平成10年 5 月  同 事業法人第三部長 

平成13年 4 月  大和証券ｴｽｴﾑﾋﾞｰｼｰ㈱ 事業法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ戦略室長 

平成15年 2 月  同 金融法人第一部長 

平成15年 6 月  同 執行役員 

平成17年 4 月  同 常務執行役員(現任) 

         同 金融法人担当(現任) 兼 公共法人担当(現任) 
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氏名 松島 俊直 

生年月日 昭和34年2月13日 

学歴 昭和56年 3 月 東京大学 文学部 卒業 

略歴 昭和56年 4 月  大和証券㈱ 入社 

平成13年 4 月  大和証券ｴｽｴﾑﾋﾞｰｼｰ㈱ ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ・ﾌｧｲﾅﾝｽ部長 

平成13年10月  大和証券ｴｽｴﾑﾋﾞｰｼｰﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ㈱ 

 取締役 兼 COO 

平成17年 4 月  大和証券ｴｽｴﾑﾋﾞｰｼｰ㈱ 執行役員(現任) 

         同 商品戦略担当(現任) 

 

氏名 楢葉 徹雄 

生年月日 昭和35年4月25日 

学歴 昭和59年 3 月 東京大学 教育学部 卒業 

平成 4 年 5 月 米国 マサチューセッツ工科大学  

  経営学修士課程修了 

略歴 昭和61年 6 月 ㈱福武書店(現 ㈱ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ) 入社 

平成 4 年 6 月  ﾍﾞﾙﾘｯﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 出向 

平成 6 年10月  ﾏｯｷﾝｾﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 入社 

平成11年10月  ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ証券会社 入社 

平成16年12月  同 ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ(現任) 

 

氏名 アンクル・サフ 

生年月日 昭和44年10月18日 

学歴 平成 3 年 6 月 タフツ大学  電子工学科 卒業 

平成 8 年 6 月 米国 ハーバード大学  経営学修士課程修了 

略歴 平成10年10月  ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ・ｱﾝﾄﾞ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ 入社 

平成12年 6 月  同 ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

平成16年 1 月  ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ証券会社 ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ 

         ｴﾘｱ統括(現任) 

平成16年 7 月  ㈱ﾌｼﾞﾀ 取締役(現任) 

平成16年 8 月  ㈱ﾕｰ・ｴｽ・ｼﾞｪｲ 取締役(現任) 

平成17年11月  ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ証券会社 ﾏﾈｰｼﾞﾝｸ ・゙ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ(現任) 

平成18年 1 月  ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ㈱ 取締役会ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ(現任) 

 

なお、大和証券エスエムビーシーグループ、ゴールドマン･サックス・グループおよび三

井住友銀行との株式引受契約において、各投資家が当社株式につき、一定の保有比率を有す

る間は、大和証券エスエムビーシーグループ、ゴールドマン･サックス・グループおよび三

井住友銀行は、当社の取締役候補者について2名以下の一定人数を指名する権利を有する旨、

規定しております。 
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にその財務諸表が記載されます。現在、当社は、米国内における販売のために新株式（優先株式）を登録しておらず、

またこれを登録する予定もありません。 

また、本文の米国内での配布は禁止されております。 

 

 

また、上記のほかに、平成18年2月24日開催予定の当社臨時株主総会で承認いただくこ

とを前提に、下記の者2名が同日の当社臨時株主総会終結の時をもって当社の取締役に就任

する予定です。 
 
氏名 本間 充 

生年月日 昭和22年11月6日 

学歴 昭和45年 3 月 甲南大学 法学部 卒業 

略歴 昭和45年 4 月  当社 入社 

昭和57年 8 月  三洋ﾌｨｯｼｬｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 取締役副社長 

平成10年 4 月  当社ｿﾌﾄｴﾅｼﾞｰ事業本部 電池販売事業部長 

平成13年 4 月  同 ｿﾌﾄｴﾅｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ CRM事業部長 

平成14年 4 月  同 ｿﾌﾄｴﾅｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 副社長 

平成14年 6 月  同 執行役員 

平成15年 4 月  同 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾓﾊﾞｲﾙｴﾅｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 

         (現 ﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾓﾊﾞｲﾙｴﾅｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ) 社長(現任) 

平成16年 4 月  同 常務執行役員 

平成17年 4 月  同 専務執行役員(現任) 

         同 ﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ長(現任) 

平成17年 8 月  同 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ Corporate DNA  

 Evolution Plan推進本部長(現任) 

 

氏名 有馬 秀俊 

生年月日 昭和27年3月26日 

学歴 昭和52年 3 月 神戸大学 工学部 卒業 

略歴 昭和52年 4 月  東京三洋電機㈱ 入社 

平成10年 3 月  大連三洋制冷有限公司 副総経理 

平成13年 4 月  三洋電機空調㈱ 海外管理部長 

平成14年10月  同 吸収式技術部長 

平成15年 4 月  当社ｺﾏｰｼｬﾙ企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 産業機器ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

         ｾﾝﾄﾗﾙｼｽﾃﾑBUﾘｰﾀﾞｰ 

平成15年12月  同 ｺﾏｰｼｬﾙ企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｺﾏｰｼｬﾙ海外本部長 

         兼 ｺﾏｰｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ本部長 

         兼 三洋ｺﾏｰｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役社長(現任) 

平成17年 4 月  同 執行役員(現任) 

         同 ｺﾏｰｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ｺﾏｰｼｬﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ副社長(現任) 

平成17年 9 月  同 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ Corporate DNA 

           Evolution Plan推進本部 副本部長(現任) 

(他の会社の代表状況) 

三洋ｺﾏｰｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役社長 
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（４）取締役会決議要件の強化 

当社の取締役会規則その他の社内規則を変更し、当社の重要な意思決定については、取締

役の総数の3分の2を超える賛成を要する旨を規定いたします。 

 

（５）その他 

上記に加え、当社取締役会付議議案の事前審査を行う最高経営会議の廃止および経営会議

の新設ならびにCEO、COOおよびCFOの各役職の廃止等を予定しておりますが、その具体的

内容については今後各投資家と協議の上決定していく予定です。 

 

 

７．割当先の概要 

割当先の氏名または名称 
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ

株式会社（注） 

割当株式数 
第1回A種優先株式 89,804,900株 

第1回B種優先株式 88,766,600株 

住所 
東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワー

N館 

代表者の氏名 渡辺 秀雄 

資本の額 

（平成17年9月30日現在） 
2,000百万円 

事業の内容 

プライベート・エクイティ投資、不動産投資、金銭債権投資、

各種ファンド組成・運営（地域再生ファンド、企業再生ファ

ンド等）、排出権関連投資、等 

割

当

先

の

概

要 

大株主および持株比率 

（平成17年9月30日現在） 
大和証券エスエムビーシー株式会社 100.0％ 

当社が保有している 

割当先の株式の数 
なし 

出資 

関係 割当先が保有している

当社の株式の数 
なし 

取引関係等 なし 

当

社

と

の

関

係 人的関係 なし 

当該株券の保有に関する事項 

当該優先株式発行日から2年間において当該優先株式を譲渡

する場合、ならびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該

普通株式を譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の

確約を得る予定です。 

また本株式引受契約において、B種優先株式の転換により発

行される普通株式について、B種優先株式の払込後1年間は、

他の契約当事者の同意なく第三者に譲渡することができな
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い旨合意しております。 

（注）大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社または大和証券エスエム

ビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社の100%子会社が引き受ける予定です。 

 

割当先の氏名または名称 オーシャンズ・ホールディングス有限会社 

割当株式数 
第1回A種優先株式 89,804,900株 

第1回B種優先株式 88,766,600株 

住所 東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号渋谷クロスタワー 

代表者の氏名 アンクル・サフ 

資本の額 

（平成17年12月31日現在） 
3百万円 

事業の内容 
有価証券の取得及び保有、匿名組合等への出資及び匿名組合

財産の運営管理等 

割

当

先

の

概

要 社員名 

（平成17年12月31日現在） 

ゴールドマン・サックス・リアルティ・

ジャパン有限会社 

100.0％ 

当社が保有している 

割当先の株式の数 
なし 

出資 

関係 割当先が保有している

当社の株式の数 
なし 

取引関係等 なし 

当

社

と

の

関

係 人的関係 なし 

当該株券の保有に関する事項 

当該優先株式発行日から2年間において当該優先株式を譲渡

する場合、ならびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該

普通株式を譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の

確約を得る予定です。 

また本株式引受契約において、B種優先株式の転換により発

行される普通株式について、B種優先株式の払込後1年間は、

他の契約当事者の同意なく第三者に譲渡することができな

い旨合意しております。 
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割当先の氏名または名称 株式会社三井住友銀行 

割当株式数 
第1回A種優先株式 2,932,400株 

第1回B種優先株式 68,496,100株 

住所 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 

代表者の氏名 奥 正之 

資本の額 

（平成17年9月30日現在） 
664,986百万円 

事業の内容 銀行業 

割

当

先

の

概

要 
大株主および持株比率 

（平成17年9月30日現在） 
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100.0％ 

当社が保有している 

割当先の株式の数 
なし（注） 

出資 

関係 割当先が保有している

当社の株式の数 
普通株式 43,278,781株 

取引関係等 預金・借入・外国為替取引等 

当

社

と

の

関

係 人的関係 割当先出身監査役1名および割当先出身執行役員3名 

当該株券の保有に関する事項 

当該優先株式発行日から2年間において当該優先株式を譲渡

する場合、ならびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該

普通株式を譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の

確約を得る予定です。 

また本株式引受契約において、B種優先株式の転換により発

行される普通株式について、B種優先株式の払込後1年間は、

他の契約当事者の同意なく第三者に譲渡することができな

い旨合意しております。 

（注）当社は割当先の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの普通株式を、

8,063.44株保有しております。 

 

 

８．今回の第三者割当増資による発行済株式総数および資本の額の推移 

 発行済株式数 資本金 

平成18年1月25日現在 普通株式 1,872,338,099株 172,242百万円 

第三者割当増資による増加 
A種優先株式 182,542,200株 

B種優先株式 246,029,300株 
300,000百万円 

平成18年3月14日（増資後） 

普通株式 1,872,338,099株 

A種優先株式 182,542,200株 

B種優先株式 246,029,300株 

472,242百万円 

 



 

 
ご注意： 

本文は、当社の新株式（優先株式）について一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成された

ものではありません。 

本文は、米国における新株式（優先株式）の募集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

券の登録を行うか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許されません。

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、こ

の目論見書は、当社又は売出人により入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。現在、当社は、米国内における販売のために新株式（優先株式）を登録しておらず、

またこれを登録する予定もありません。 

また、本文の米国内での配布は禁止されております。 

 

 

９．優先株式発行による主要株主の異動の見込みについて  

本各種優先株式の発行により、払込日をもって、大和証券SMBCPIおよびオーシャンズHDが、

当社の主要株主に該当する見込みであります。 

 

大和証券エスエムビーシー 

プリンシパル・インベストメンツ 

株式会社*1. 

議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数に

対する割合*2.3.4.5.6. 
大株主順位 

異動前 

（平成18年1月7日） 

－ 個 

（普通株式 － 株） 
－ ％ － 

第三者割当増資による増加 

898,049個 

（第1回A種優先株式

898,049,000株） 

24.50％  

異動後見込み 

（平成18年3月14日） 

898,049個 

（第1回A種優先株式

898,049,000株） 

24.50％ 第1位 

 

オーシャンズ・ホールディングス 

有限会社 

議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数に

対する割合*1.2.3.4.5. 
大株主順位 

異動前 

（平成18年1月7日） 

－ 個 

（普通株式 － 株） 
－ ％ － 

第三者割当増資による増加 

898,049個 

（第1回A種優先株式

898,049,000株） 

24.50％  

異動後見込み 

（平成18年3月14日） 

898,049個 

（第1回A種優先株式

898,049,000株） 

24.50％ 第1位 

 
*1. 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社または大和証券エスエ

ムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社の100%子会社が引き受ける予定です。 

*2. 平成18年1月7日現在の発行済株式総数 1,872,338,099株 

*3. 上記発行済株式総数から、議決権を有しない株式として控除した株式数 32,255,099株 

*4. 平成18年1月7日現在の議決権の数 1,840,083個 

*5.  第三者割当増資により増加する議決権の数 1,825,422個 

*6. 「総株主の議決権の数に対する割合」は上記*4.に*5.を加算した議決権の数を分母とし、当該

株主が有する議決権の数を分子として、割合を算出しております。 

*7.  なおB種優先株式は普通株式に転換することが可能であり、同株式発行日においてB種優先

株式の全部が当初の転換比率で普通株式に転換されたと仮定した（B種優先株式の転換によ

り発行される普通株式の譲渡の制限については、上記『８．割当先の概要』に記載の各割当



 

 
ご注意： 

本文は、当社の新株式（優先株式）について一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成された

ものではありません。 

本文は、米国における新株式（優先株式）の募集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

券の登録を行うか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許されません。

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、こ

の目論見書は、当社又は売出人により入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並び

にその財務諸表が記載されます。現在、当社は、米国内における販売のために新株式（優先株式）を登録しておらず、

またこれを登録する予定もありません。 

また、本文の米国内での配布は禁止されております。 

 

先の概要欄の「当該株券の保有に関する事項」をご参照下さい。）場合、大和証券SMBCPIお

よびオーシャンズHDの議決権の数はそれぞれ178,571,500個となります。 

 

 

１０．過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

 

以  上 


