
 

 
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。 
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 第三者割当による新株式（優先株式）の発行にかかる 

払込期日等の確定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成18 年1 月25 日、第三者割当による新株式（優先株式）の発行に関し、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（以下「オーシャンズHD」）お

よび株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」）と株式引受契約を締結し、同日「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」を公表いたしました。また、平成18 年2月24 日に開催

された当社臨時株主総会において、新株式（優先株式）の発行に関連する議案がすべて承認可決された

旨を、同日において公表いたしました。 

本件に関し、平成18 年3月13日に開催された当社取締役会において、新株式（優先株式）の発行に

かかる申込期日および払込期日ならびに割当方法を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

なお、割当先につき、平成18 年1 月25 日時点では「大和証券SMBCPI（または大和証券SMBCPIの100%

子会社）」として発表しておりましたが、株式引受契約に基づき、大和証券SMBCPIよりその100%子会社

であるエボリューション・インベストメンツ有限会社を割当先とするよう通知があり、同社を割当先と

して確定いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．優先株式の申込期日および払込期日ならびに割当方法 

（１）第1回A種優先株式の申込期日および払込期日 

申込期日 ： 平成18年3月14日 

払込期日 ： 平成18年3月14日 
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（２）第1回A種優先株式の割当方法 

第三者割当ての方法により、エボリューション・インベストメンツ有限会社に対して

89,804,900株、オーシャンズHD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。 

 

（３）第1回B種優先株式の申込期日および払込期日 

申込期日 ： 平成18年3月14日 

払込期日 ： 平成18年3月14日 

 

（４）第1回B種優先株式の割当方法 

第三者割当ての方法により、エボリューション・インベストメンツ有限会社に対して

88,766,600株、オーシャンズHD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。 

 

各種優先株式のその他の発行条件につきましては、平成18年1月25日付で公表いたしました「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」から変更ありません。 

 

また、平成18年2月14日付「第三者割当による新株式（優先株式）の発行にかかる覚書締結に

関するお知らせ」で公表いたしました、本各種優先株式の転換および普通株式転換後の譲渡に関す

る制限事項が、エボリューション・インベストメンツ有限会社が引き受ける本各種優先株式にも同

様に適用されます。 

 

２．割当先の概要 

割当先の氏名または名称 エボリューション・インベストメンツ有限会社 

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 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 

代表者の氏名 長谷川 哲造 

資本の額 

（平成17年3月31日現在） 
3百万円 

事業の内容 有価証券の取得、保有及び処分、匿名組合財産の管理運営等 

割

当

先

の

概

要 
大株主および持株比率 

（平成17年3月31日現在） 

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 

100.0％ 
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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 

（平成18年2月24日現在） 
大和証券エスエムビーシーグループより取締役2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、A種優先株式及びB種優先株

式について、平成19年3月13日までの間は、当社の同意な

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。 

さらに、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、平成19年３月13日までの

間は、当社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。 

 

 

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 

当

社

と

の

出資 

関係 割当先が保有している

当社の株式の数 
なし 
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取引関係等 なし 関

係 人的関係 

（平成18年2月24日現在） 
ゴールドマン・サックス・グループより取締役2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、A種優先株式及びB種優先株

式について、平成19年3月13日までの間は、当社の同意な

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。 

さらに、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、平成19年３月13日までの

間は、当社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。 

 

 

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 

（平成18年2月24日現在） 

割当先出身監査役1名、割当先出身取締役1名および割当先

出身執行役員2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
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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、A種優先株式及びB種優先株

式について、平成19年3月13日までの間は、当社の同意な

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。 

さらに、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、平成19年３月13日までの

間は、当社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。 

 

 

以  上 


