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（ｺｰﾄﾞ番号 8002 東証第 1部） 

(問合せ先)広報部 報道課長 橋本 尚 
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第一回第一種優先株式発行要項の変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 18 年 6 月 23 日開催予定の第 82 回定時株主総会に付議する「定款一部変更の件」

の議案が可決、承認されることを条件に、第一回第一種優先株式発行要項を下記の通り変更す

ることを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、現行要項の第 2 項乃至第 11 項

は第一回第一種優先株式の発行に関して必要であった規定であるため、下記「３．変更の内容」

には記載しておりません。 
 
 
 

記 
 
 
 

１． 変更の理由 
    平成 18 年 5 月 1 日施行の会社法及びその関連法令に対応するためであります。 
 
 
２． 変更日（予定） 
    平成 18 年 6 月 23 日 
 
 

 



 
３．変更の内容 

変更の内容は次の通りです。 

（下線部分は変更箇所です。） 

現 行 要 項 変 更 後 

（12） 優先配当金 

(ｲ) 優先配当金  

当会社は、利益配当を行うときは、本優先株式を有

する株主（以下「本優先株主」という。）又は本優先株

式の登録質権者（以下「本優先登録質権者」という。)

に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」とい

う。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録質

権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき下記

（ﾛ)に定める額の利益配当金(以下「本優先配当金」と

いう。)を支払う。但し、当該営業年度において下記

(ﾊ)に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払

ったときは、その額を控除した額とする。 

（12） 優先配当金 
(ｲ) 優先配当金  

当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記

載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し

て剰余金の配当（以下｢期末配当｣という。）を行うとき

は、本優先株式を有する株主（以下「本優先株主」と

いう。）又は本優先株式の登録株式質権者（以下「本

優先登録質権者」という。)に対し、普通株式を有する

株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録

株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立

ち、本優先株式 1 株につき下記（ﾛ)に定める額の配

当金(以下「本優先配当金」という。)を支払う。但し、

当該事業年度において下記(ﾊ)に定める優先中間配

当金の全部又は一部を支払ったときは、その額を控

除した額とする。 

(ﾛ) 優先配当金の額  

1株につき年20円（但し、平成16年3月31日に終了す

る営業年度に係る本優先配当金については、1株に

つき5円85銭とする。）  

(ﾛ) 優先配当金の額  

1株につき年20円（但し、平成16年3月31日に終了す

る事業年度に係る本優先配当金については、1株に

つき5円85銭とする。） 

(ﾊ) 優先中間配当金  

当会社は、中間配当を行うときは、本優先株主又は

本優先登録質権者に対し、普通株主又は普通登録

質権者に先立ち、1株につき年10円を支払う。 

(ﾊ) 優先中間配当金  

当会社は、9 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余

金の配当（以下｢中間配当｣という。）を行うときは、本

優先株主又は本優先登録質権者に対し、普通株主

又は普通登録質権者に先立ち、1 株につき年 10 円を

支払う。 

（ﾆ) 非累積条項  

ある営業年度において本優先株主又は本優先登録

質権者に対して本優先配当金の全部又は一部を支

払わないときは、その不足額は翌営業年度以降に累

積しない。 

（ﾆ) 非累積条項  

ある事業年度において本優先株主又は本優先登録

質権者に対して本優先配当金の全部又は一部を支

払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累

積しない。 

(ﾎ) 非参加条項  

本優先株主又は本優先登録質権者に対しては、本

優先配当金を超えて利益配当を行わない。 

(ﾎ) 非参加条項  

本優先株主又は本優先登録質権者に対しては、本

優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。 

（13） [省略] （13） [現行どおり] 

（14） 買受け又は消却 

当会社は、いつでも本優先株式を買受け、これを保有

し、又は株主に配当すべき利益をもって当該買入価額

により消却することができる。 

[削除] 

（15） [省略] （14） [現行（15）を1項繰り上げる] 

（16） [省略] （15） [現行（16）を1項繰り上げる] 

（17） 普通株式への転換予約権 

(ｲ) 転換を請求し得べき期間  

本優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成18年

9月1日から平成25年12月12日までとする。 

（16） 普通株式への転換予約権（取得請求権） 

(ｲ) 転換（すなわち、当会社による取得をいう。以下同

じ。）を請求することができる期間 

当会社に対して､下記(ﾛ)に定める条件で本優先株式

の転換を請求することができる期間は､平成 18 年 9

月 1 日から平成 25 年 12 月 12 日までとする。 



 
現 行 要 項 変 更 後 

(ﾛ) 転換の条件  

本優先株式は、上記(ｲ)の期間中、1株につき下記(a)

乃至(c)に定める転換価額により、当会社の普通株式

に転換することができる。 

(ﾛ) 転換の条件  

本優先株主は、上記(ｲ)の期間中、本優先株式 1 株

につき下記(a)乃至(c)に定める転換価額により、当会

社に対して、当会社の普通株式の交付と引換えに本

優先株式の転換を請求（以下「転換請求」という。）す

ることができる。 

(a) [省略] 

(b) [省略] 

(a) [現行どおり] 

(b) [現行どおり] 

(c) 転換価額の調整 

①[省略] 

②転換価額調整式により本優先株式の転換

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⑤(ii)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

たに発行又は当会社の有する当会社の

普通株式を処分する場合（但し、当会

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会社の普通株

式の発行若しくはこれに代えて当会社

の有する当会社の普通株式の移転（以

下当会社普通株式の発行又は移転を

当会社普通株式の「交付」という。）を請

求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の転換又は

行使による場合を除く。）。 

調整後の転換価額は、払込期日の翌

日以降、又は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。 

 

(ii) [省略] 

(iii) 下記⑤(ii)に定める時価を下回る価額を

もって当会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会

社の普通株式の交付を請求できる新

株予約権若しくは新株予約権付社債を

発行する場合。 

調整後の転換価額は、発行される証

券又は新株予約権若しくは新株予約

権付社債の全てが当初の転換価額で

転換され又は当初の行使価額で行使

されたものとみなして転換価額調整式

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。但し、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。 

(c) 転換価額の調整 

①[現行どおり] 

②転換価額調整式により本優先株式の転換

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⑤(ii)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

たに発行又は当会社の有する当会社の

普通株式を処分する場合（但し、当会

社の普通株式の交付と引換えに転換さ

れる証券若しくは転換させることができ

る証券又は当会社の普通株式の発行

若しくはこれに代えて当会社の有する

当会社の普通株式の移転（以下当会社

普通株式の発行又は移転を当会社普

通株式の「交付」という。）を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の転換又は行使によ

る場合を除く。）。 

調整後の転換価額は、払込期日の翌

日以降、又は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。 

(ii) [現行どおり] 

(iii)  下記⑤(ii)に定める時価を下回る価額を

もって当会社の普通株式の交付と引換

えに転換される証券若しくは転換させる

ことができる証券又は当会社の普通株

式の交付を請求できる新株予約権若しく

は新株予約権付社債を発行する場合。 

調整後の転換価額は、発行される証券

又は新株予約権若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

され又は当初の行使価額で行使された

ものとみなして転換価額調整式を準用

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。但

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。 



 
現 行 要 項 変 更 後 

③当会社は、上記②に定める転換価額の調

整を必要とする場合以外にも、次に掲げる

場合には、取締役会が適当と判断する転

換価額の調整を行うものとする。 

(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、又は合

併のために転換価額の調整を必要とす

るとき。  

(ii) [省略] 

(iii) [省略] 

④[省略] 

⑤[省略] 

(d) [省略] 

(ﾊ) [省略] 

③当会社は、上記②に定める転換価額の調

整を必要とする場合以外にも、次に掲げる

場合には、取締役会が適当と判断する転

換価額の調整を行うものとする。 

(i) 株式の併合、資本金の額の減少、新設

分割、吸収分割、又は合併のために転

換価額の調整を必要とするとき。 

 

 

(ii) [現行どおり] 

(iii) [現行どおり] 

      ④[現行どおり] 

      ⑤[現行どおり] 

   (d) [現行どおり] 

(ﾊ) [現行どおり] 

(ﾆ) 転換の効力発生 

転換の効力は、転換請求書及び本優先株式の株券

が上記(ﾊ)に記載する転換請求受付場所に到着した

時に発生する。但し、本優先株式の株券が発行され

ないときは、株券の提出を要しない。 

(ﾆ) 転換の効力発生 

転換請求書及び本優先株式の株券が上記(ﾊ)に記

載する転換請求受付場所に到着した時に当会社は、

当該優先株式を取得し、当該請求をした株主は、当

会社がその取得と引換えに交付する当会社の普通

株主となる。但し、本優先株式の株券が発行されない

ときは、株券の提出を要しない。 

（18） 普通株式への一斉転換 

平成 25 年 12 月 12 日までに転換請求のなかった本優

先株式は、平成 25 年 12 月 13 日（以下「一斉転換日」

という。）をもって、本優先株式 1 株の払込金相当額を、

普通株式の時価で除して得られる数の当会社の普通株

式に転換される。上記｢時価｣とは、一斉転換日に先立

つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（終値のない日数を

除く。）の東京証券取引所における当会社の普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。） とし、その計算は、円位

未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を四捨五

入する。この場合、当該時価が下限転換価額を下回る

ときは、本優先株式 1 株の払込金相当額を当該下限転

換価額で除して得られる数の普通株式となる。但し、転

換価額が一斉転換日までに上記(17)(ﾛ)(c)により調整さ

れた場合には、下限転換価額についても同様の調整を

行うものとする。上記の普通株式の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、商法に定める株式

併合の場合に準じてこれを取扱う。 

（17） 普通株式への一斉転換（取得条項） 

平成 25 年 12 月 12 日までに転換請求のなかった本優

先株式については、当会社は、平成 25 年 12 月 13 日

（以下「一斉転換日」という。）をもって、本優先株式 1 株

につき、本優先株式 1 株の払込金相当額を、普通株式

の時価で除して得られる数の当会社の普通株式を交付

するのと引き換えに、当該優先株式を取得することがで

きる。上記｢時価｣とは、一斉転換日に先立つ 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会

社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数を除く。） とし、その

計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第

2 位を四捨五入する。この場合、当該時価が下限転換

価額を下回るときは、本優先株式 1 株の払込金相当額

を当該下限転換価額で除して得られる数の普通株式と

なる。但し、転換価額が一斉転換日までに上記

(17)(ﾛ)(c)により調整された場合には、下限転換価額に

ついても同様の調整を行うものとする。上記の普通株式

の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、会社法に定める株式併合の場合に準じてこれを

取扱う。 

（19） 期中転換又は強制一斉転換があった場合の取

扱い 

本優先株式の転換により発行された普通株式に対する

最初の利益配当金又は中間配当金は、転換の請求又

は一斉転換が 4 月 1 日から 9 月 30 日までになされたと

きには 4 月 1 日に、10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までに

なされたときは 10 月 1 日にそれぞれ転換があったものと

みなしてこれを支払う。 

[削除] 

以 上 


