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平成18年5月19日 

 

各  位 

上場会社名  株式会社ロイヤルホテル   
代 表 者 名  

代表取締役社長 佃 孝之 

コード番号  
９７１３  

上場取引所  
大証市場第２部 

所 在 地  大阪市北区中之島５丁目３番６８号 
問合わせ先  常務取締役総合企画部長 

  加島 敏幸 
（ＴＥＬ  ０６－６４４８－１１２１） 

 
 

第三者割当による優先株式発行に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の当社取締役会において、第三者割当による優先株式の発行に関し、下記のと

おり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 第1回A種優先株式募集要項   
(1)  株式の名称 株式会社ロイヤルホテル第１回A種優先株式（以下「本優先株式」という。） 

(2)  募集株式数 300,000株 

(3)  募集株式の払込金額 １株につき50,000円 

(4)  増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

増加する資本金の額は7,500,000,000円（１株につき25,000円）とし、ま

た、増加する資本準備金の額は7,500,000,000円（１株につき25,000円）

とする。 

(5)  払込金額の総額 15,000,000,000円 

(6)  募集方法 第三者割当ての方法により、株式会社三井住友銀行に300,000株を割当て

る。 

(7)  申込期間 平成18年7月7日（金曜日） 

(8)  払込期日 平成18年7月7日（金曜日） 

(9) 優先配当金  

 当社は、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「優先登録株式質権者」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「普通登録株式質権者」という）に先立ち、本優先株式１株につき、下記①

に定める額の剰余金（以下「本優先配当金」という）を配当する。但し、下記⑽に定める優先中間配当

金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。 

 ① 優先配当金 

  イ． 本優先配当金の額は、本優先株式１株あたりの払込金額（50,000 円）にそれぞれの事業年

度ごとに下記ロで定める配当年率を乗じて算出した金額とする。但し、平成 25 年 3 月 31 日
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に終了する事業年度までの本優先配当金の支払いについては、その上限を 1,000 円とす

る。 

  ロ． 配当年率は、平成 18 年７月７日（払込期日）以降、翌年の 3 月 31 日までの各事業年度につ

いて、下記算式により計算される年率とする。 

配当年率＝日本円TIBOR（6ヶ月物）＋0.75％ 

日本円 TIBOR（6 ヶ月物）は、平成 19 年 3 月 31 日までは平成 18 年７月７日及び同年 10

月 1 日の 2 時点、それ以降は、各年 4 月 1日及びその直後の 10 月 1 日の 2 時点において、

午前 11 時における日本円 TIBOR（6 ヶ月物）として、全国銀行協会によって公表される数値

の平均値を指すものとする。平成 18 年 7 月 7 日、各年 4 月 1 日または 10 月 1 日に日本円

TIBOR（6 ヶ月物）が公表されない場合は、同日、ロンドン時間午前 11 時におけるユーロ円

LIBOR（6 ヶ月物（360 日ベース））として、英国銀行協会（BBA）によって公表される数値また

はこれに準ずるものと認められるものを日本円 TIBOR（6 ヶ月物）に代えて用いるものとする。 

日本円 TIBOR（6 ヶ月物）またはこれに代えて用いる数値は、％未満小数第 4 位まで算出

し、その小数第 4 位を四捨五入する。 

各年 4 月 1 日及び 10 月 1 日当日が銀行休業日の場合は、直前営業日に公表される数値

を用いるものとする。 

 

 ② 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株式質権者に対して支払う1株当たりの期

末配当金の額が本優先配当金に達しない場合においても、その差額は翌事業年度に累積しな

い。 

 ③ 非参加条項  

  本優先株主又は本優先登録株式質権者に対しては、本優先配当金を超えて配当を行わない。 

(10) 優先中間配当金  

  イ. 当社は中間配当を行うときは、本優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又

は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式１株当たりの払込金額にそれぞれの事業年

度ごとに下記ロで定める中間配当年率を乗じて算出した金額の 2 分の 1 に相当する金額

（以下「本優先中間配当金」という）を支払う。但し、平成 25 年 3 月 31 日に終了する事業年

度までの本優先中間配当金の支払いについては、その上限を 500 円とする。 

  ロ. 中間配当年率は、平成 18 年 7 月 7 日（払込期日）以降、翌年の 9 月 30 日までの各半期事

業年度について、下記算式により計算される年率とする。 

中間配当年率＝日本円 TIBOR（6 ヶ月物）＋0.75％ 

日本円 TIBOR（6 ヶ月物）は、平成 18 年 9 月 30 日までは平成 18 年 7 月 7 日の時点、それ

以降は、各年 4 月 1 日時点において、午前 11 時における日本円 TIBOR（6 ヶ月物）として、

全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。 

その他の規定については、上記⑼優先配当金①ロに準じるものとする。 

(11) 残余財産の分配  

 残余財産を分配するときは、本優先株主又は本優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、本優先株式１株につき50,000円を支払う。本優先株主又は本優先登

録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。 

(12)  議決権  
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 本優先株主は、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。 

(13)  種類株主総会 

 本優先株式については、会社法第322条第1項各号の決議を要しない。 

(14)  取得請求権 

 ① 償還請求 

  本優先株主は、当社に対して、平成28年7月8日（払込期日後10年を経過した日）以後い

つでも（①により取得請求される日を、以下「償還日」という。）、本優先株式1株につき50,000

円及び取得日の属する事業年度における本優先配当金額（取得日が 4月１日から 9月 30日

の場合、優先中間配当金額）に相当する額の合計額をもって、その有する本優先株式の全部

又は一部を取得することを請求することができる。 

 ② 転換予約権 

  本優先株主は、当社に対して、下記に定める条件により、当社の普通株式（以下「当社普通

株式」という。）により、その有する本優先株式の全部又は一部を取得することを請求する

ことができるものとし、当社は当該本優先株主に対して、本優先株式を取得することと引換

えに、下記に定める条件で、当社普通株式を交付するものとする。 

イ 本優先株式を取得することを請求することができる期間 

平成25年7月8日（払込期日後7年を経過した日）から平成43年7月6日までとす

る。 

ロ 本優先株式を取得することと引換えに交付する株式の種類及び数の算定方法 

(イ) 本優先株式を取得することと引換えに交付する株式の種類 

当社普通株式 

(ロ) 本優先株式を取得することと引換えに交付する株式の数の算定方法 

本優先株式を取得することと引換えに交付する株式の数は、次の算式により算出

されるものとし、本優先株式１株の取得と引換えに交付すべき当社普通株式の数

は、次の算出式により算出される「取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数」

を本優先株主が取得請求に際して提出した本優先株式の数で除した数とする。 

 

取得と引換えに交 

付すべき普通株式数 
＝ 

優先株主が取得請求に際して

提出した優先株式の払込金額

の総額 

÷ 交付価額 

 

交付すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数を生じたときは、会社法第167

条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じ

て得た額に相当する金銭を交付する。 

ハ 交付価額 

(イ) 当初交付価額 

当初交付価額は、平成18年7月7日（払込日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」という。）における当

社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。)に相当する金額とし、その計算は円単位未満小数第2位まで算出し、そ

の小数第2位を四捨五入する。 
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(ロ) 交付価額の修正 

平成26年4月1日以降平成43年4月1日までの毎年4月1日（以下「決定日」

という。）以降、交付価額は、決定日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の大

阪証券取引所における当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。)に相当する金額（円単位未満小数第２位

まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「決定日価額」という。）に修

正される（なお、上記45取引日の間に、下記(ハ)で定める交付価額の調整事由が

生じた場合には、修正後の交付価額は、下記(ハ)に準じて調整される）。但し、か

かる算出の結果、決定日価額が当初交付価額の50％（以下「下限交付価額」とい

う。但し、下記(ハ)による調整を受ける。）を下回る場合には、修正後の交付価額

は下限交付価額とし、決定日価額が当初交付価額の200％（以下「上限交付価額」

という。但し、下記(ハ)による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後の交付

価額は上限交付価額とする。 

(ハ) 交付価額の調整 

(a) 交付価額（前記(ロ)の下限交付価額及び上限交付価額を含む。）は、当社が

本優先株式を発行後、次の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合には、

次の算式(以下「交付価額調整式」という。)により調整される。但し、次の

(i)から(v)が適用される時点で、下記(c)に定める時価が存在しない場合は、

時価を調整前交付価額と置き換えて交付価額調整式を適用するものとする。 

 

 

 

調整後交付価額は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨

五入する。 

(i) 下記(c)に定める時価（上記(a)但書の場合は、調整前交付価額。以下同

様とする｡）を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は

当社の有する当社普通株式を処分する場合（但し、本号(iii)又は(iv)

に記載の株式、新株予約権、新株予約権付社債その他の証券の転換、交

換又は行使により当社普通株式が交付される場合を除く｡） 

調整後交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日。以下同様とする｡）の翌日以降、また、当社

普通株主に当社普通株式の割当てを受ける権利を与える場合には当該

割当てにかかる基準日の翌日以降これを適用する。 

(ii) 当社普通株式の株式分割をする場合 

調整後交付価額は、株式分割によって増加する普通株式数（但し、株式

分割の基準日において当社の有する当社普通株式にかかる増加株式数

を除くものとする｡）をもって新発行・処分株式数とした上で行使価額

    新規発行・処分普通株式数×1株当たり払込金額・処分価額 

調整後 調整前 

既発行 

普通 

株式数 

＋
1株当たり時価 

交付価額 

＝ 

交付価額 

× 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 
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調整式を準用して算出するものとし、株式分割のための基準日の翌日以

降これを適用する。 

(iii) 当社普通株式の交付を請求できる株式、新株予約権又は新株予約権付社

債その他の証券を発行する場合 

調整後交付価額は、発行される新株予約権若しくは新株予約権付社債又

はその他証券の全てが当初の条件で転換、交換又は行使されたものとみ

なして交付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

約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の翌日以降これを適用す

る。但し、その当社普通株主に当該証券又は権利の割当てを受ける権利

を与える場合には当該割当てにかかる基準日の翌日以降これを適用す

る。 

上記にかかわらず、行使に際して交付される当社普通株式の対価が当該

証券又は権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後交付価

額は、当該対価の確定時点で残存する証券又は権利の全てが当該条件で

行使されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものと

し、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

(iv) 下記(c)に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式に交換される

取得条項付株式（但し、本号(iii)に該当するものを除く｡）を発行する

場合 

調整後交付価額は、発行された取得条項付株式の全てがその時点での条

件で当社普通株式に交換されたものとみなして交付価額調整式を準用

して算出するものとし、取得事由の発生日の翌日以降これを適用する。 

(v) 上記(i)乃至(iv)の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該

基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件と

しているときには、上記(i)乃至(iv)にかかわらず、調整後交付価額は、

当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま

でに、本優先株式の取得に換えて当社普通株式を交付する取得請求権の

行使をなした者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加

して交付するものとする。 

（調整前交付価額 － 調整後交付価額） × 
調整前交付価額により 

当該期間内に交付された株式数 株式数 ＝

調 整 後 交 付 価 額 

 この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に調整後の転換価

額を乗じた金額を支払う。但し、1円未満の端数は切り捨てる。 

(vi)上記(iii)及び(iv)における対価とは、当該株式又は新株予約権の発行

に際して払込みがなされた額から、その取得又は行使に際して当該株式

又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除

した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で

除した金額をいう。 
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(b) 当社は、上記(ハ) (a)に定める交付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、取締役会の決議により客観的に合理的な交付価額の調

整を行うものとする。 

(i) 合併、資本の減少又は普通株式の併合等により交付価額の調整を必要と

する場合 

(ii) その他当社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

より交付価額の調整を必要とする場合 

(iii) 交付価額を調整すべき事項が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基

づく調整後交付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 

(c) 交付価額調整式で使用する1株当たり時価は、調整後交付価額を適用する日

(但し、上記(a)(v)の場合には基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の大阪証券取引所における当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、その計算は円単位

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。なお、上記45

取引日の間に、上記(a)又は(b)に定める交付価額の調整事由が生じた場合に

は、上記平均値は上記(a)又は(b)に準じて調整される。 

(d) 交付価額調整式で使用する調整前交付価額は、調整後交付価額を適用する日

の前日において有効な交付価額とする。 

(e) 交付価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日が定められている場

合はその日、基準日が定められていない場合は調整後交付価額を適用する日

の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数（当該日における当社が有

する当社普通株式数を除く。）とする。また、上記(a)(ii)の場合には、交付

価額調整式で使用する新規発行・処分普通株式数は、基準日における自己株

式に係り増加した当社普通株式数を含まないものとする。さらに、上記

(a)(i)乃至(iv)のいずれにかにより交付価額の調整を算出するにあたり（以

下「現調整時」という。）、当該調整式における調整前交付価額が当社の普通

株式、当社の普通株式が交付される取得請求権付株式若しくは新株予約権

（新株予約権付社債を含む。）並びに当社の普通株式が交付される取得条項

付株式、取得条項付新株予約権若しくは新株予約権付社債（取得条項付新株

予約権が付されているものに限る。）の交付により調整されている場合（又

は当該調整が下記(f)但書により考慮されたものである場合）、当該調整を算

出するために交付されたものとみなされた当社の普通株式数が、現調整時に

おいて実際に交付された当社の普通株式を上回る限りにおいて、当該交付価

額調整式の既発行普通株式数を確定するため、現調整時において交付されて

いない当社の普通株式は、交付されたものとみなすものとする。 

(f) 交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差

額が1円未満にとどまるときは、交付価額の調整はこれを行わない。但し、

その後交付価額の調整を必要とする事由が発生し、交付価額を算出する場合

には、交付価額調整式中の調整前交付価額に代えて調整前交付価額からこの

差額を差引いた額を使用する。 
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 ③ 取得請求受付場所 

  株主名簿管理人事務取扱場所   大阪市中央区北浜4丁目5番33号 

                住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 ④ 取得請求の効力の発生 

  取得請求の効力は、取得請求に要する書類及び本優先株式の株券が上記③に記載する取得請

求受付場所に到着したときに発生する。但し、本優先株式の株券が発行されていないときは、

株券の提出を要しない。 

(15)  取得条項 

 ① 強制償還 

  当社は、いつでも当社取締役会において定める日（以下「取得日」という。）に、下記の価

額をもって、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。本優先株式の一部を取得

する場合は、抽選による。 

平成18年7月7日から平成25年7月7日まで 本優先株式１株につき 

50,000円 × 102％ 

平成25年7月8日以降 本優先株式１株につき 

取得日における当社普通株式の時価 × 93％ 
50,000円 × 

取得日における交付価額 

但し、以下に定める金額を下限とする。 

50,000円 × （1＋取得日における配当年率（取得日が4月1日から9月30日の

場合は中間配当年率）（それぞれ、2％を下限とする。））  

 ② 強制転換 

  当社は、平成 43年 7月 6日までに取得請求が行われなかった本優先株式については、平成

43年7月7日（以下「一斉取得日」という。）をもって、そのすべてを取得するものとする。

当社は、本優先株式を取得するのと引換えに、当該本優先株式の優先株主に対して、各優先

株主の有する本優先株式の払込金相当額を、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の大阪証券取引所における当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(但し、終値のない日数は除き、その計算は円単位未満小数第 2位まで算出し、そ

の小数第 2位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。但

し、当該平均値が、下限交付価額を下回るときは、各優先株主の有する本優先株式の払込金

相当額を当該下限交付価額で除して得られる数、または、当該平均値が上限交付価額を上回

るときは、各優先株主の有する本優先株式の払込金相当額を当該上限交付価額で除して得ら

れる数の普通株式となる。上記の普通株式の数の算出に当たって1株未満の端数が生じたと

きは、会社法第234条の規定に基づきその端数に応じた金銭を交付する。 

(16) 株式払込取扱銀行及び払込取扱場所 

 株式会社三井住友銀行 大阪本店営業部 

(17) 法改正等 

 会社法その他の法律の改正又は当社が株券不発行会社になった場合等、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。 
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2 今回の増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数（平成18年5月19日現在） 

普通株式 61,616,515株 

優先株式 － 

増資による増加株式数 

 優先株式 300,000株 

増資後発行済株式総数 

 普通株式 61,616,515株 

 優先株式 300,000株 

(注) 当社は、平成18年4月28日付けで第三者割当による普通株式41,100,000株の発行決議を行

っており、これにより平成 18年 7月 7日付けで普通株式の発行済株式総数は 102,716,515

株となる予定であります。 

 

3 増資等の理由および資金の使途 

(1) 増資等の理由 

   財務基盤の強化 

(2) 資金の使途 

割当先である株式会社三井住友銀行に対する借入金の返済に充当するものであります。 

(3) 今後の業績の見通し 

本日発表の業績予想に織り込んでおります。 

(4) 増資等日程表 

平成18年 5月19日 優先株式 発行取締役会決議 

臨時報告書提出 

 7月7日 優先株式 申込期間・払込期日 

 

4 株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針、配当決定に当たっての考え方 

当社は、株主に対する配当の決定については、重要な政策の一つとして考えており、基本的

には利益に対応して安定配当を行なうことに留意しております。 

 

(2) 内部留保金の使途 

財務体質の強化及び戦略的設備投資に役立て、将来にわたって継続的な成長が可能となる経

営基盤の確立に資するよう努めたいと考えております。 

 

5 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

(1) エクイティ･ファイナンスの状況 

  当社は、平成18年4月28日の取締役会において、下記のとおり普通株式の第三者割当を決

議しております。 

第三者割当増資 

発行株式数    普通株式 41,100,000株 
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発行価額     1株につき365円 

発行価額の総額  15,001,500,000円 

 発行日      平成18年7月7日 

 

(2) 過去3決算期間の株価の推移 

 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 97円 180円 224円 420円 

高 値 239円 275円 438円 439円 

安 値 93円 178円 204円 343円 

終 値 179円 230円 396円 362円 

株価収益率 22.21倍 4.32倍 － － 

 (注) 1 平成19年3月期の株価については、平成18年5月18日現在で表示しています。 

 
 2 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり当期純利益(単体ベ

ース)で除した数値です。 

 
 3 平成18年3月期の株価収益率は、１株当たり当期純損失(単体ベース)が計上されてい

るため、記載しておりません。 

 

6 割当予定先の概要 

第1回A種優先株式 

割当予定先の氏名又は名称 株式会社三井住友銀行 

割当株数 優先株式 300,000株 

払込金額 15,000百万円 

割当予定先の内容  

 本店所在地 東京都千代田区有楽町一丁目１番2号 

 代表者の役職氏名 頭取 奥 正之 

 資本の額 664,986百万円 

 事業の内容 銀行業 

 大株主及び持株比率 株式会社三井住友フィナンシャルグループ     100％ 

当社との関係  

 出資関係  

  当社が保有している割当予

定先の株式の数 
－ 

  割当予定先が保有している

当社の株式の数 
2,924,055株 

 取引関係 預金・借入等 

 人的関係 割当先出身取締役4名、監査役2名が就任しております。 

当該株券の保有に関する事項 なし 

（注） 割当予定先の概要及び当社との関係は、平成17年9月30日現在におけるものであります。 

 

以 上 


