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　　第3回無担保転換社債型新株予約権付社債

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

　　　　　　の発行に関するお知らせ

　当社は、平成18年4月7目開催の取締役会において、第二者割当ての方法による第3回無担保転換

社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の発行を決議いたしま

したので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

1．本資本調達の目的

このたびのファイナンスの目的は、当社の不動産ソリューション事業の拡大強化にあります。

　東京都心一等地の権利関係が錯綜し老朽化したビル等を購入し、問題解決を図り付加価値を高

め、建築請負条件付にて売却し、その後当該用地での建物の請負工事を受注する不動産ソリュー

ション事業は、当社独自の競争力あるビジネスモデルとして近年収益の大きな柱として順調に成

長しております。当該事業における新規物件の購入のためには、豊富な手元流動性が必要であり、

利益率の高い物件の取得が当社の利益向上へと繋がるものと考えております。

　本ファイナンスは、下記に挙げられる株価インパクトに配慮した証券設計の転換社債型新株予

約権付社債の発行により、発行当初は無利息による資金調達のメリットを享受するとともに、段

階的に新株予約権の権利行使が発生することにより、当社の中長期的な事業戦略を下支える上で

の資本増強並びに財務体質の強化に寄与するものと考えております。新株予約権の権利行使によ

り追加の希薄化は発生するものの、過去の資本調達と同様に、資本増強による更なる成長投資余

力の拡大が当社の企業価値の増大に繋がるものと考えております。

2．本転換社債型新株予約権付社債の特徴

　本新株予約権付社債は以下の性質を有し、既存株式価値の希薄化懸念による株価に対するイン

パクトに配慮した設計となっており、本新株予約権付社債の発行は資金調達手法として現時点に

おける最良の選択であると考えます。

①本新株予約権付社債の要項上、本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又

　　はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転する数が100万株を超えることとなる新株



　　予約権の行使は当社が認めない限り出来ない旨定められているため、権利行使に伴う増加株式数

　　の魂在の発行済株式数に対する割合、すなわち追加の希薄化率は株価動向によらず最大でも9％

　程度に抑えられること。

②本新株予約権付社債の転換価額は権利行使時の株価に応じて機動的に修正されますが、発行当初

　　3ヶ月間は転換価額が8，000円未満に修正されることはないため、株価が8，000円を超えて一定

　程度上昇しない限り原則として転換は発生しないこと。

③本新株予約権付社債には、発行から3ヶ月経過後に当社の選択によりいつでも行使することが可

　能なコールオプションが付されており、また、当該コールオプションにより当社は額面100円に

　　つき金100円で繰上償還することが出来るため、当社は社債の発行額以上の付加金額を支払うこ

　　となく、本社債を繰上償還することができること。

④本新株予約権付社債の発行方法は、Merri11Lynch　Internationa11社に対する第三者割当発行

　　であり、同社から第三者へは新株予約権付社債の形態では譲渡されないこと。

⑤本新株予約権付社債の割当先であるMerrm　Lynch　Intemationa1は、新株予約権の行使請求に

　　伴うつなぎ売り等（注）以外の空売りを目的として、第三者と貸株契約を締結しないこと。

（注）つなぎ売り等…新株予約権の権利行使の結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株

　　　　　　　　　券と同一銘柄の株券の売り付けを行なうこと等

配

1．本新株予約権付社債の名称

2．本新株予約権付社債の発行総額

3．各本新株予約権付社債の金額

4．本新株予約権付社債券の形式

5．利　　　　　率

6．発　行　価　額

7．償　還　価　額

株式会社スルガコーポレーション第3回無担保転換社債型

新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順

位特約付）（以下r本新株予約権付社債」といい、そのうち

社債のみをr本社債」、新株予約権のみをr本新株予約権」と

いう。）

金80億円（額面総額80億円）

金1億円の1種

なお、各本新株予約権付社債を分割することはできない。

無記名式とする。

なお、本新株予約権付社債は商法第341条ノ2第4項の定め

により、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡するこ

とはできない。

本社債には利息は付さない。

本社債の発行価額は額面100円にっき金100円とし、本新株

予約権の発行価額は無償とする。

額面100円につき金100円



8．償還期限　　　　　平成20年4月24目
9．申込期間　　　　　平成18年4月24目
10．払込期目　　　　　平成18年4月24目
　　及び発行目

11．募集の方法　　　　　　第三者割当ての方法により、全額をMerri11Lynch

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Intemationa1に割当てる。

12．物上担保・保証の有無

　　　本社債には物上担保及ぴ保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保さ

　　れている資産はない。

13．社債管理会社の不設置

　　　本新株予約権付社債は、商法第297条但書の要件を充たすものであり、社債管理会社は設置さ

　　れない。

14．財務上の特約

（1）当社は、未償還の本社債が存する限り、本新株予約権付社債発行後に当社が国内で発行する他

　　の転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、商法第341条ノ3第1項第7号及ぴ

　　第8号により、新株予約権を行使したときはかかる行使をした者から、当該新株予約権が付され

　　た社債の全額の償還に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込が

　　なされたものとする旨の請求があったものとみなす旨の取締役会決議を行っているものをいう。）

　　に担保附社債信託法に基づき担保権を設定する場合には、本社債のためにも同法に基づき同順位

　　の担保権を設定する。当社が、本社債のために担保権を設定する場合には、当社は、直ちに登記

　　その他必要な手続きを完了し、且つ、その旨を担保附社債信託法第77条の規定に準じて公告する。

（2）本社債には担附切換条項等その他’切の財務上の特約は付されていない。

15．本社債償還の方法及ぴ期限

（1）本社債の満期償還

　　　　当社は、平成20年4月24目（償還期限）に、未償還の本社債の全部を額面100円につき金

　　　100円で償還する。

（2）当社の選択による繰上償還

　　　　当社は、平成18年7月24日以降、本社債権者に対し30日以上の事前の通知をしたうえで、

　　　いつでも、未償還の本社債の全部（一部は不可）を額面100円につき金100円で繰上償還する

　　　ことができる。

（3）本社債権者の選択による繰上償還

　　①本社債権者は、その保有する本社債の全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償還

　　　　することを当社に対し請求する権利を有する。この請求権を行使するために、本社債権者は、

　　　　償還期目の30目前までに、所定の償還請求書に、償還を受けようとする本社債を表示し、請

　　　　求の年月目、償還期日等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株予約権付社債券を

　　　　添えて第21項記載の償還金支払場所に預託しなければならない。但し、当該請求権は、本新

　　　　株予約権付社債発行後のいずれかの5連続取引目（但し、終値のない日を除く。）の株式会社



　　　　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が5，633円を初めて下回っ

　　　　た場合に、当該5連続取引目の最終目の翌取引目以降に行使可能となるものとする。

　　②本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を発行・移転（第22項第（3）号に定義する。）

　　　　する数の累計（第22項第（4）号④の規定を準用して調整され、以下「累計株式数」という。）

　　　　が95万株（第22項第（4）号④の規定を準用して調整され、以下「基準株式数」という。）を

　　　　超えた場合、本社債権者は、その保有する本社債の全部又は一部を額面100円につき金100

　　　　円で繰上償還することを当社に対しいつでも請求する権利を有する。この請求権を行使する

　　　　ために、本社債権者は、当該償還期日の30目前までに、所定の償還請求書に、償還を受けよ

　　　　うとする本社債を表示し、請求の年月目等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株

　　　　予約権付社債券を添えて第21項記載の償還金支払場所に預託しなければならない。但し、当

　　　　杜が、第22項第（6）号②但書に従い、本社債権者に対し、累計株式数が上限株式数（第22

　　　　項第（6）号②に定義する。）を超えることとなる本新株予約権の行使を認める旨の通知を行っ

　　　　た場合、かかる通知の行われた目以降、本社債権者は当該請求権を行使することはできない。

　　③本社債権者は、平成18年10月24目以降、当社に対し30目以上の事前の通知をしたうえで、

　　　　いつでも、その保有する本社債の全部又は’部を額面100円につき金100円で繰上償還する

　　　　ことを当社に対し請求する権利を有する。

（4）買入消却

　　　　当社は、本新株予約権付社債の発行目の翌日以降いつでも本社債を買い入れ、これを保有し、

　　　転売し又は消却することができる。

（5）償還すべき目が銀行休業目にあたるときは、その前銀行営業目に支払を繰り上げる。

16．期限の利益喪失に関する特約

　　　当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。

　　①当社が、いずれかの本社債につき、第14項第（1）号又は第15項第（3）号の規定に違背し、

　　　7目以内にその履行をすることができないとき。

　　②当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をす

　　　ることができないとき。

　　③当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若し

　　　くはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が生じたにもかかわ

　　　らず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額（邦貨換算後）が5億円

　　　を超えない場合は、この限りではない。

　　④当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別

　　　清算開始の申立をし、又は取締役会において解散（新設若しくは吸収合併の場合で、本新株予

　　　約権付社債に関する義務が新会杜若しくは存続会社へ承継され、本社債権者の利益を害さない

　　　と認められる場合を除く。）の決議を行ったとき。

　　⑤当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決定又は会社

　　　整理開始若しくは特別清算開始の命令を受けたとき。



　　　当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合、本社債権者に対し直ちにその旨を通知す

　　る。

17．本新株予約権付社債券の喪失等

（1）本新株予約権付社債券を喪失した者が、その記番号及ぴ喪失の事由等を当社に届け出て、且つ、

　　公示催告手続をし、その無効宣言があった後、確定した除権決定の謄本を添えて請求したときは、

　　当社はこれに対し代り新株予約権付社債券を交付することができる。

（2）本新株予約権付社債券を段損又は汚損したときは、当該本新株予約権付社債券を提出して代り

　　新株予約権付社債券の交付を請求することができる。但し、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例

　　に準ずる。

（3）代り新株予約権付社債券を交付する場合には、当社はこれに要した実費（印紙税を含む。）を徴

　　収する。

18．本社債権者に対する通知の方法

（1）本社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によって行う。但し、法令に別段の

　　定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に直接書面で通知する方法によることができ

　　る。

（2）当社は、本社債権者から累計株式数について間い合わせがあった場合、当該本社債権者に対し

　　て、間い合わせのあった時点における累計株式数を速やかに通知する。

19．社債権者集会に関する事項

（1）本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催目の少なくとも3週間前に本

　　社債の社債権者集会を開く旨及ぴ会議の目的たる事項を公告する。

（2）本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

（3）本社債総額の10分の1以上を保有する本社債権者は、会議の目的たる事項及ぴ招集の理由を記

　　蔵した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

20．費用の負担

　　　以下に定める費用は、当社の負担とする。

（1）第18項に定める通知に関する費用

（2）第19項に定める社債権者集会に関する費用

21．償還金支払場所

　　　当社経理部

22．本新株予約権の内容

（1）本社債に付された本新株予約権の数

　　　　各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計80個の本新株予約権を発行する。

（2）本新株予約権の発行価額

　　　　無償とする。

（3）本新株予約権の目的である株式の種類及ぴ数

　　　　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し、その行使により当社が当社普通

　　　株式を新たに発行し又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



　　の発行又は移転を「発行・移転」という竈）する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額

　　を本項第（4）号に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数

　　は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式（1

　　単元の株式の数は100株）が発生する場合、商法に定める単元未満株式の買取請求権が行使さ

　　れたものとして現金により精算する。

（4）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、本社債の発行価額と同額とする。

　　②転換価額は、当初8，000円とする。

　　③転換価額の修正

　　　本項第（11）号②に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生目（以下「修正目」という。）

　　　の前日まで（同日を含む。）の3連続取引目（但し、終値のない目は除く。）の株式会社東京

　　　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の92％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「修正目価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な転

　　　換価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、転換価額は、当該修正目以降、当該修正

　　　目価額に修正される。但し、かかる修正後の転換価額が11，265円（以下「上限転換価額」と

　　　いう。）を上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価額とし、かかる修正後の転換価額

　　　が下限転換価額（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額と

　　　する。「下限転換価額」は、平成18年7月24目までに行使請求の効力発生目が到来する本新

　　　株予約権の行使については8，000円とし、平成18年7月25目以降に行使請求の効力発生目

　　　が到来する本新株予約権の行使については5，633円とする。但し、上限転換価額及ぴ下限転

　　　換価額は、下記④の規定を準用して調整される。上記3連続取引目の間に下記④に基づく調

　　　壁の原因となる事由が発生した場合には、当該3連続取引目の株式会社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は当該事由を勘案して調整されるものとする。

　　　本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行

　　　使の際に、当該本社債権者に対し、修正後の転換価額を通知する。

　　④転換価額の調整

　　　（イ）当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記（口）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又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以

　　　下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発行・×　1株当りの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株　　　処分株式数　　　発行・処分価額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
　　　　　調整後＝　調整前×　式数　　　　　　　時価
　　　　　転換価額　　　転換価額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　　　十　新発行・処分株式数

　　　（口）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期

　　　については、次に定めるところによる。



（i）下記（二）（五）に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに

発行し、又は当社の保有する当社の普通株式を処分する場合（但し、当社普通株式の発行・

移転を請求できる新株予約権の行使及び株式交換又は合併により当社の普通株式を発行・

移転する場合を除く。）

　　調整後の転換価額は、払込期目以降又はかかる発行若しくは処分のための株主割当日が

　ある場合はその目の翌日以降これを適用する。

（五）株式分割により普通株式を発行する場合

　　調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当目の翌日以降これを適用する。但し、

　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目の翌日以降これを適用する。

　　なお、上記但書の場合において、株式分割のための株主割当目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目までに行使請求をなした者に対しては、

　次の算出方法により、当社の普通株式を発行・移転する。但し、株券の交付については第

　23項の規定を準用する。

　　　　　　　⊂膿一鱗コ・瓢驚瓢鳩簑
株式数　　＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後転換価額

　　この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

（血）下記（二）（五）に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若

　しくは転換できる証券又は当社の普通株式の発行・移転を請求できる新株予約梅若しくは

　新株予約権付社債を発行又は付与する場合

　　調整後の転換価額は、発行又は付与される証券又は新株予約梅若しくは新株予約権村社

　債の全部が当初の転換価額で転換され、又は当初の行使価額で行使され、当社の普通株式

　が新たに発行されたものとみなして転換価額調整式を適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目）以降、又は、その証券の発行若しく

　は付与のための株主割当目がある場合は、その目の翌日以降これを適用する。

（ハ）転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円

未満にとどまる場合には、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要

とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に

代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

（二）（i）転換価額調整式の計算については、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。

（i）転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される目に先立つ

　45取引日目に始まる30取引目の株式会社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（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。



　　　　（血）転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当目がある場合はその目、また、

　　　　株主割当目がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する目の1ヶ月前の目における

　　　　当社の発行済普通株式数から、当該目において当社の保有する当社の普通株式を控除した

　　　　数とする。

　　　（ホ）上記（口）の転換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、

　　　本社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

　　　　（i）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、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

　　　　（五）その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額

　　　　の調整を必要とするとき。

　　　　（血）転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転

　　　　換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。

　　　（へ）上記（口）の規定にかかわらず、上記（口）に基づく調整後の転換価額を初めて適用する目

　　　が本第（4）号③に基づく転換価額の修正目と一致する場合には、上記（口）に基づく転換価額

　　　の調整は行わないものとする。但し、この場合も、上限転換価額、下限転換価額及ぴ基準値

　　　については、かかる調整を行うものとする。

　　　（ト）本第（4）号④により転換価額の調整を行うときには、当社は、調整後の転換価額の適用

　　　開始日の前日までに、本社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転

　　　換価額、調整後の転換価額及びその適用開始目その他必要な事項を通知する。但し、上記

　　　（口）（i）但書に定める株式分割の場合その他適用開始目の前日までに上記通知を行うことが

　　　できない場合には、適用開始目以降速やかにこれを行う。また、上記（へ）の規定が適用され

　　　る場合には、かかる通知は上限転換価額、下限転換価額及ぴ基準値の調整についてのみ効力

　　　を有する。

（5）本新株予約権の行使請求期間

　　　平成18年4月25日から平成20年4月21目までとする。但し、①当社の選択による本社債

　　の繰上償還の場合は、償還目の3銀行営業目前の目まで、②本社債権者の選択による本社債の

　　繰上償還の場合は、所定の償還請求書及ぴ当該本新株予約権付社債券が第21項記載の償還金支

　　払場所に預託されたときまで、③買入消却の場合は、当社が本社債を消却したときまで、また

　　④期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成

　　20年4月21目より後に本新株予約権を行使することはできない。

（6）その他の本新株予約権の行使の条件

　　①各本新株予約権の一部行使はできない。

　　②累計株式数が100万株（本項第（4）号④の規定を準用して調整され、以下「上限株式数」と

　　　いう。）を超えることとなる本新株予約権の行使はできない。但し、累計株式数が基準株式数

　　　を超えることとなる本新株予約権の行使請求がなされた日から3銀行営業日以内に、当社が、



　　　　本社債権者に対し、累計株式数が上限株式数を超えることとなる本新株予約権の行使を認め

　　　　る旨の通知を行った場合は、この限りでない。

（7）本新株予約権の消却事由及ぴ消却の条件

　　　　消却事由は定めない。

（8）本新株予約権の行使により株式を発行する場合の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。資本に組入れる額とは、当該発行価額に0．5を乗じ

　　　た金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

（9）代用払込に関する事項

　　　　商法第341条ノ3第1項第7号及ぴ第8号により、本社債権者が本新株予約権を行使したと

　　　きは、かかる行使をした者から、当該本新株予約権が付された本社債の全額の償還に代えて、

　　　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の払込がなされたものとする旨の請

　　　求があったものとみなす。

（10）本新株予約権の行使後第1回目の配当

　　　　本新株予約権の行使により発行・移転する当社普通株式の利益配当金又は中間配当金（商法

　　　第293条ノ5による金銭の分配）については、行使請求が4月1目から9月30目までの間にな

　　　されたときは4月1目に、10月1目から翌年3月31日までになされたときは10月1目に、そ

　　　れぞれ当該普通株式の発行・移転があったものとみなしてこれを支払う。なお、平成18年4月

　　　25目から同年9月30目までの間になされた行使請求についても上記規定を適用する。

（11）本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社債権者は、所定の行使請求書に、行使請求しよう

　　　　とする本新株予約権付社債を表示し、請求の年月目等を記載してこれに記名捺印したうえ、

　　　　当該本新株予約権付社債券を添えて本第22項第（5）号の行使請求期間中に第27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行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が第27項記載の行使請求受付場所に到着し

　　　　た日に発生する。

23．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。

24．本新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込むべき金額の算定理由

　　　本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡

　　はできず、且つ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予

　　約権が相互に密接に関連することを考慮し、また本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価

　　額等のその他の発行条件により得られる価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。また、

　　本社債が転換社債型の新株予約権付社債であることから、本新株予約権1個の行使に際して払込

　　をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は、平成18年4月7日の株式会社東

　　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106．52％に相当する金額とした。



25．登録機関

　　　該当事項なし

26．償還金支払事務取扱者及びその取扱場所

　　　当社経理部

27．行使請求受付場所

　　　名義書換代理人事務取扱場所

　　　中央三井信託銀行株式会社　本店

28．行使請求取次場所

　　　該当事項なし

29．その他

（1）本社債の応募額が発行総額に達しないときは、応募額をもって本社債の総額とする。

（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付社債発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に’任する。

以　　上
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【ご参考】

1．調達資金の使途

（1）今回調達資金の使途

　　　　手取概算額79億8千4百万円は、不動産取得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

　　　　該当する事項はありません。

（3）業績に与える見通し

　　　　今後の業績については、従来の予想と変更ありません。

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最も重要な経営課題のひとつとし、業績を勘案しながら

　　　高配当を継続的に維持することを基本方針としております。

　（2）配当決定に当たっての考え方

　　　　配当金額については、上記の基本方針に基づいて決定しております。

　（3）内部留保資金の使途

　　　　　内部留保資金については、財務体質の充実・強化ならびに将来の事業展開に備えていきた

　　　　いと考えております。

　（4）過去3決算期間の配当状況等（単独決算数値）

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 137．53円 153．56円 227．35円

1株当たり年間配当金 40円 40円 45円

実績配当性向 28．8％ 26．0％ 19．8％

株主資本当期純利益率 9．8％ 9．6％ 12．3％

株主資本配当率 2．95％ 2．47％ 2．56％

（注）1．株主資本利益率は、決算期末の当期利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末の

　　　資本の部合計の平均）で除した数値であります。

　　2．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）で除した数値であります。

3．その他

　（1）潜在株式による希薄化情報等

　　　　今回のファイナンスを実施することにより、直近（平成18年4月6目）の発行済株式総数

　　　　に対する潜在株式数の比率は8．9％になる見込であります。

　　　　　（注）潜在株式数の比率は、今回発行する無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権

　　　　　　が全て当初の転換価額で権利行使された場合に発行される株式数を直近の発行済株式総

　　　　　　数で除した数値であります。また、権利行使に伴って発行される株式数は、発行要項上

　　　　　　原則として100万株を上限として定められているため、株価動向によらず上記数値が潜

　　　　　　在株式数の比率の上限となります。
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（2）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・ファイナンスは以下のとおりです。

年月目

平成16年9月27目

平成17年9月29日

増資額

15億円

40億円

増資後資本金

4，304，233，503円

6，304，687，187円

摘要

新株予約権付社債
　（第＝者割当）

新株予約権付社債

　（第二者割当）

②過去3決算期間および直前の株価の推移

　（注）平成19年3月期の株価については、平成18年4月6具現在で表示しております。

③過去3決算期間の株価収益率及ぴ株主資本利益率の推移

平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

始　　値 1，128円 1，930円 2，740円 7，780円

高　　値 1，740円 2，940円 9，500円 8，100円

安　　値 1，060円 1，590円 2，660円 7，300円

終　　値 1，740円 2，800円 7，780円 7，540円

（注）平成19年3月期の株価については、平成18年4月6具現在で表示しております

株価収益率

株主資本利益率

平成15年3月期
9．09倍

9．8％

平成16年3月期
11，33倍

9．6％

平成17年3月期
12．32倍

12．3％

（注）株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の1株当り当期利益（単独決算数

　値）で除した数値であります。
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4．転換社債型新株予約権付社債の割当先及び割当額

割当予定先の氏名又は名称 Merri11　Lynch　Internationa1

割当転換社債型新株予約権付社債（額面） 金80億円

払込金額 金80億円

住所

Merri11　Lynch　Financia1　Centre

2　King　Edward　Street　London　EC1A　1HQ

United　Ki㎎d㎝

代表者の氏名 Bob　Wig1ey

割
当
予
定
先
の
内
容

資本の額 5，771，280，140米ドル

事業の内容 金融・証券業

大株主 ML　UK　Cap　i　ta1　HoI　d　ings

当社が保有している割当先の

株式の数
なし

当
社
と
の
関
係

出資関係
割当先が保有している当社の
株式の数

300株

取引関係等 該当事項はありません。

人的関係等 該当事項はありません。

（注）割当予定先の内容、当社との関係及び当該転換社債型新株予約権付社債の保有に関する

　事項の欄は、平成18年1月31日現在のものであります。

5．転換社債型新株予約権付社債発行の日程

平成18年4月7日 転換社債型新株予約権付社債取締役会発行決議

平成18年4月7目 有価証券届出書提出目

平成18年4月8目 法定公告

平成18年4月15目 有価証券届出書効力発生予定目

平成18年4月24日 申込期目

平成18年4月24目 払込期目

平成18年4月25目 新株予約権行使開始目

平成20年4月24目 償還期目

以　　上
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