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2018 年及び 2026 年満期ユーロ円建 

現金決済条項及び転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 

 ～新会社法に基づき希薄化を抑制した負債型資金調達～ 

 

凸版印刷株式会社は、本日開催の取締役会において、「2018 年満期ユーロ円建転換制限条項付転

換社債型新株予約権付社債」及び「2026 年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権

付社債」（以下合わせて「本新株予約権付社債」という。）各発行総額 350 億円（グリーンシューオ

プション 50 億円を含む。）両合計総額上限 700 億円の発行に関する決議をいたしましたので、その

概要につき下記の通りお知らせいたします。 

 

【本新株予約権付社債発行の背景：当社の経営戦略】 

 

 当社は、独自の強みを活かした印刷技術を基点とした総合ソリューション提案により着実な成長

を実現すると同時に、徹底したコスト構造の見直しにより、低成長下においても利益を生める強い

コスト競争力を築いてまいりました。そして、そこから生み出される安定的なキャッシュフロ―を、

中長期的な当社の成長の中核となる「エレクトロニクス系」事業の設備投資に充て、その強化・育

成を図っております。 

 

「エレクトロニクス系」では、半導体関連事業の中心であるフォトマスク事業において昨年、米

国デュポンフォトマスク社を買収いたしました。これにより日、米、欧、アジアに生産拠点を有す

ることになり、世界の半導体メーカーに対し、タイムリーな製品供給が可能になっております。さ

らに、米国ＩＢＭ社と次世代の 45nm 半導体プロセス用フォトマスクの共同開発契約を締結し、技

術開発体制の一層の強化を図っております。これらにより No.１グローバルフォトマスクサプライ

ヤーの地位を確立しております。一方、液晶カラーフィルタにおいては、市場のタイミングを逃す

ことなく積極的な投資を行なうことで、技術及び市場シェアの両面で常に業界をリードしています。

今後も生産効率の向上や新技術の導入などの技術開発を継続することで市場や顧客のニーズの変

化に対応して、第六世代のみならず第八世代においても世界のカラーフィルタ市場において主導的

な地位を構築してまいります。 

 

【調達資金の使途】 

  

本資金調達に係る発行手取り金は、主として、2007 年償還予定の当社社債の償還資金及び液晶

用カラーフィルタを主としたエレクトロニクス系事業領域における開発・製造設備拡充を機動的に

行うための戦略資金に充当する予定です。 
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【本新株予約権付社債を発行するに当たっての当社の狙い】 

 

資金調達手段の選択にあたり、当社は、中長期的な金利上昇が予想されるなか、既存株主に配慮

し、希薄化を大幅に抑制した負債性の超長期資金を、財務の柔軟性と規律（負債残高管理）の双方

を維持しつつ、出来るだけ低コストで調達できる手法を検討してまいりました。その結果、本新株

予約権付社債の発行を決定いたしました。本新株予約権付社債は、ゼロクーポンで発行されるため、

社債償還及び設備投資を も低いコストの資金調達で支えられます。また、本新株予約権付社債は、

時価を大幅に上回るプレミアムを付加した転換価額の設定及びわが国初の 130%転換制限条項※、更

に新会社法に基づいた取得条項を活用した現金決済条項※※がわが国の発行体として初めて付与さ

れており、希薄化抑制を極めて重視し、既存株主に配慮した、負債型の設計となっております。更

に、当社は新株予約権又は現金決済条項の行使に対しては金庫株の活用についても検討する予定で

あります。また、本新株予約権付社債は異なる満期を組み合わせることにより償還期限を分散し、

負債残高を管理できる一方、投資家プット権、発行体コール権を付与することにより、財務の柔軟

性を確保すると同時に超長期の満期設定を可能としております。 
 

※転換制限条項： 株価が転換価額の一定水準を一定期間以上上回らない限り、投資家が新株予約権を行使できない条項。本件において

は、当初は、前四半期の 終 30 連続取引日のうち 20 取引日以上に渡って株価が転換価額の 130％を上回る場合に限り、投資家は新株

予約権を行使することができ、 終 1年間は、株価が転換価額の 130％を一度でも上回った場合に新株予約権の行使が可能となります。 

 

 
※※【現金決済条項について】 

 

近年米国の高格付企業の間で、投資家による転換社債の転換請求に応じて社債額面金額を現金、転

換価値との差額部分（イン･ザ･マネー相当額）を株式で交付する仕組み、所謂 Treasury Stock 

Method（“TSM”）、を希薄化抑制型転換社債の発行において採用する例が見られるようになりまし

た。当社が今回採用した現金決済条項とは、新会社法に基づく取得条項を活用することで本邦に

おいてはじめて TSM を近似的に実現するものです。 

 

本条項に基づき、当社は自己裁量により、7年後以降（2018 年満期）または 15 年後以降（2026 年

満期）、一定期間の事前通知を行った上で、各本新株予約権付社債につき(i)社債額面金額と同額

の現金並びに、(ii)転換価値（以下に定義する）と社債額面金額との差額部分（イン･ザ･マネー

相当額）に相当する当社の株式（下記の計算式で算出される株式数）を対価として、残存する本

新株予約権付社債の全部の取得が可能となります。 

 

1 株当りの平均 VWAP 
 

終日転換価額 
×払込金額 －5,000,000 円

1 株当りの平均 VWAP 

 

• 1 株当りの平均 VWAP：当社が上記事前通知をした日から 5取引日後（当日を含まない）に始まる
30 連続取引日に含まれる各取引日において、東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高
加重平均価格の平均値 

• 終日転換価額：上記平均 VWAP 計算に使用する 30 連続取引日の 終日における転換価額 
• 転換価値：（１株当りの平均 VWAP÷ 終日転換価額)ｘ払込金額 

 

本新株予約権付社債の投資家は対価として、(a)株価が転換価額を下回っている場合は社債額面金

額と同額の金銭、(b)株価が転換価額を上回っている場合は社債額面金額と同額の金銭に加え、上

記に定義する転換価値と社債額面金額との差額に相当する価値の株式の組み合わせを受け取るこ

ととなります。これにより従来の転換社債と同様の経済的効果をもたらしつつも、株価の上昇時
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においても大幅な希薄化の抑制が可能となります。 

  

 

 
 

記 

 

I． 凸版印刷株式会社 2018 年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債 

1． 社債の名称 凸版印刷株式会社 2018 年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型
新株予約権付社債（以下 I．において「本新株予約権付社債」といい、
そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」と
いう。） 

2． 本社債の払込金額 本社債額面金額の 100.5％（各本社債額面金額 5,000,000 円） 
3． 本新株予約権と引換

えにする金銭の払込
み 

本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込
みを要しないものとする。 

4． 本新株予約権の割当
日及び本社債の払込
期日 

2006 年 6 月 12 日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。）

5． 募集に関する事項  

 (1)募集方法 Merrill Lynch International を単独ブックランナー兼共同主幹事引

受会社とし、Nomura International を共同主幹事引受会社とする幹事

引受会社団の総額個別買取引受による欧州を中心とする海外市場（但

し、米国を除く。）における募集。但し、買付けの申込は条件決定日の

23 時 19 分(日本時間の条件決定日翌日 8時 19 分)までとする。なお、

Merrill Lynch International には、2006 年 6 月 6 日までに当社に通

知することにより、本社債額面金額合計額 50 億円を上限として追加的

に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与する。 

 (2)本新株予約権付社債
の発行価格 
（募集価格） 

本社債額面金額の 103.0％ 

株価

条件決定参照
株価

転換可能価額

130%転換
制限条項

転換価額

転換アップ率

7／15年経過 満期[12年/20年]

現金決済条項行使可能

金額

株価

社債額面

現金交付

株式交付

額面相当

イン・ザ・マネー
相当

転換価額

転換価値

転換可能価額

株価

条件決定参照
株価

転換可能価額

130%転換
制限条項

転換価額

転換アップ率

7／15年経過 満期[12年/20年]

現金決済条項行使可能

金額

株価

社債額面

現金交付

株式交付

額面相当

イン・ザ・マネー
相当

転換価額

転換価値

転換可能価額
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6． 本新株予約権に関す
る事項 

 

(1)本新株予約権の目的
である株式の種類及
び数の算定方法 

①本新株予約権の行使により当社が新たに発行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

を当社普通株式の「交付」という。）する当社普通株式の数は、行使

された本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を下記②に定め

る転換価額で除した数とする。但し、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

未満株式が発生する場合には、会社法（平成 17 年法律第 86 号）（以

下「会社法」という。）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。 

②当初転換価額 

転換価額は、当初、当社の代表取締役社長足立直樹又は当社の取締

役副社長外山孟が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の授権

に基づき、かかる取締役会開催日又はその翌日（いずれも日本時間）

に、かかる取締役会開催日の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（以下「当社普通株式の終値」という。）の 115%

以上で、ユーロ市場における市場慣行に従った転換社債型新株予約

権付社債のブックビルディング方式により把握される投資家の需要

状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。 

③転換価額の調整 

転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の

時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社

普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、

次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社

が保有するものを除く。）の総数をいう。 

 

発行又は 

処分株式数 

 

× 

1株当りの 

発行又は 

処分価額 既発行株

式数
 

＋

時 価 調整後 

転換価額
 
＝

調整前 

転換価額 ×
既発行株式数＋発行又は処分株式数 

 
また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）又は

併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含

む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜

調整される。 
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(2)発行する本新株予約
権の総数 

6,000 個及び上記 5.(1)記載の Merrill Lynch International に付与さ
れた権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る
本社債額面金額合計額を 5,000,000 円で除した個数並びに本新株予約
権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て
発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合
計額を 5,000,000 円で除した個数の合計数 

(3)本新株予約権の行使
に際して出資される
財産の内容及びその
価額又はその算定方
法 

①本新株予約権 1 個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を
出資するものとする。 

②本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社
債の払込金額と同額とする。 

(4) 本新株予約権と引
換えに金銭の払込み
を要しないこととす
る理由 

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、本新株予約権の行使は本社債の現物

出資によりなされ、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約権の行

使期間が終了しこれに伴い本新株予約権は消滅する等、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、上記(1)②記載

のとおり決定される当初の転換価額を前提とした本新株予約権の理論

的価値と、本社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債

全体の発行に際し、本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件に

より当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、本新株予約権

と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 

 
(5)本新株予約権の行使

により株式を発行す
る場合における増加
する資本金及び資本
準備金に関する事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資
本金の額は、会社計算規則第 40 条第 1項に従い算出される資本金等
増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資
本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定
める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 
(6)本新株予約権の権利

行使期間 
2006 年 6 月 26 日から 2018 年 5 月 29 日における新株予約権行使受付

代理人（本新株予約権付社債の要項に定義される。）の営業終了時（行

使請求地時間）までとする。 

 

但し、(A)当社が下記 7.(4)①、②又は③のいずれかにより本社債を繰

上償還する場合(下記 7.(4)②但書記載の繰上償還を受けないことが

選択された本社債を除く。）には、償還日の東京における 3営業日前の

日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）

後、 (B)下記 7.(5)により本社債が繰上償還される場合には、償還通

知書が、本新株予約権付社債の要項に従って、本社債の支払代理人（本

新株予約権付社債の要項に定義される。）に預託された時より後、(C)

当社が下記(8)により本新株予約権付社債を取得する場合には、本新株

予約権付社債の所持人（以下、「本新株予約権付社債所持人」という。）

に対する事前通知がなされた日より後、(D)下記 7.(7)記載の買入消却

の場合は、当社が本社債を消却した時より後、又は、(E)当社が本新株

予約権付社債の要項に定めるところにより本社債につき期限の利益を

喪失した場合には、期限の利益の喪失日後は、それぞれ、本新株予約

権を行使することはできないものとする。 
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但し、(x)いかなる場合も 2018 年 5 月 29 日より後は本新株予約権を行

使することはできないものとし、また、(y)当社が組織再編行為（下記

7.(4)③において定義する。）を実行するために本新株予約権の行使の

停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、本新株予約権は、

当社が定める期間（かかる期間は、30 日を超えることはできず、当該

組織再編行為の効力発生日の 14 日後の日以前に終了するものとす

る。）は行使することができないものとする。当社は、本新株予約権付

社債所持人及び受託会社に対して、上記(y)記載の本新株予約権の行使

の停止を決定した旨及び停止期間を、当該停止期間が開始する 30 日以

上前に通知するものとする。 

(7)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ものとする。 

②本新株予約権付社債所持人は、2017 年 3 月 31 日までは、本新株予

約権付社債の要項に従い、ある四半期の初日から 終日の期間にお

いて、当社普通株式の終値が、当該四半期の直前の四半期の 後の

取引日（以下に定義する。）に終了する 30 連続取引日のうちいずれ

かの 20 取引日において、当該直前の四半期の 後の取引日におい

て適用のある転換価額の 130%を超える場合に限って、本新株予約

権を行使することができる。なお、かかる計算は 2017 年 3 月 31

日に終了する四半期には行わないものとする。2017 年 4 月 1 日以

降の期間においては、本新株予約権付社債の要項に従い、本新株予

約権付社債所持人は、当社普通株式の終値が少なくとも 1取引日に

おいて当該取引日に適用のある転換価額の 130%を超える場合は、

以後いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、本②

記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(ｲ)、(ﾛ)及び(ﾊ)の期間

中は適用されない。なお、本(7)において「取引日」とは、東京証

券取引所が開設されている日をいい、当社普通株式の終値が発表さ

れない日を含まない。 

(ｲ) 株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（以

下「R&I」という。）による(A)当社の長期個別債務格付（かか

る格付がない場合には当社の発行体格付）若しくは本新株予約

権付社債の格付（かかる格付がなされた場合）が A 以下である

期間、(B)当社の長期個別債務格付（かかる格付がない場合には

当社の発行体格付）若しくは本新株予約権付社債の格付（かか

る格付がなされた場合）に関し R&I による格付がなされなくな

った期間、又は(C)R&I による当社の長期個別債務格付（かかる

格付がない場合には当社の発行体格付）若しくは本新株予約権

付社債の格付（かかる格付がなされた場合）が停止若しくは撤

回されている期間 

(ﾛ) 当社が、本新株予約権付社債所持人に対し、下記 7.(4)記載の

当社の選択による本社債の繰上償還に係る通知を行った後の期

間 

(ﾊ) 当社が組織再編行為を行う場合、本新株予約権付社債の要項に

従い、本新株予約権付社債所持人に対して当該組織再編行為に

関する通知を行った日以降の期間 
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(8)本新株予約権の取得
条項 

2013 年 6 月 12 日以降、当社普通株式が上場されていることを条件

として、当社は本新株予約権付社債所持人に対して、取得日（以下

に定義する。）から 75 日以上 90 日以内の事前の通知（かかる通知は

2013 年 6 月 12 日より前に行うことはできない。また、かかる通知

は取り消すことができない。）（以下 I．において「取得通知」とい

う。）を行った上で、取得日に、残存する本新株予約権付社債の全部

（一部は不可）を交付財産（以下に定義する。）と引換えに取得する

ことができる。当社は、その選択により、取得した本新株予約権付

社債を、保有、売却又は消却することができる。 

「取得日」とは、当社が別に定め、取得通知に記載する日をいう。

「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(A) 5,000,000

円及び (B) 転換価値（以下に定義する。）から 5,000,000 円を差し

引いた額（正の数値である場合に限る。）を 1株当りの平均 VWAP（以

下に定義する。）で除して得られる数の当社普通株式（但し、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、計算の結

果、単元未満株式が発生する場合には、会社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。）をい

う。 

「1 株当りの平均 VWAP」とは、当社が取得通知をした日の 5 取引日

（以下に定義する。）後（当日を含まない。）から始まる 30 連続取引

日に含まれる各取引日において東京証券取引所が発表する当社普通

株式の売買高加重平均価格（以下「VWAP」という。）の平均値をいう。

「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAP

が発表されない日を含まない。当該 30 連続取引日中に上記(1)③記

載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1 株当りの平均 VWAP

も適宜調整される。 

「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。 

1 株当りの平均 VWAP 

終日転換価額 
× 各本社債の払込金額 

 
上記算式において「 終日転換価額」とは、取得通知をした日の 5

取引日後（当日は含まない。）から始まる 30 連続取引日の 終日の

転換価額をいう。 

7． 本社債に関する事項  
(1)本社債の額面金額及

び発行総額 
①各本社債の額面金額 

5,000,000 円 
②本社債の発行総額 

300 億円及び上記 5.(1)記載の Merrill Lynch International に付与
された権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に
係る本社債額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗
難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある
代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額 

(2)本社債の利率 本社債には利息は付さない。 
(3)本社債の満期償還 2018 年 6 月 12 日（償還期限）に本社債額面金額の 100％で償還する。



 

 

ご注意：本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を

目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本又は米国を含むいかなる地域における証券の募

集を行うものでもありません。米国 1933 年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出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づ

いて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。 

Stabilisation/FSA 

 

- 8 - 

 

(4)当社の選択による 
繰上償還 

①任意繰上償還 

2013 年 6 月 12 日以降、当社は、本新株予約権付社債所持人に対し

て、償還日から 30 日以上 60 日以内の事前の繰上償還通知（かかる

通知は取り消すことができない。）を行った上で、残存する本社債の

全部（一部は不可）を本社債額面金額の 100％で繰上償還すること

ができる。 

 ②税制変更等による繰上償還 

日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関し下記 8.①
記載の特約に基づく追加金の支払の義務があることを当社が受託会
社に了解させ、かつ当社が利用できる合理的な手段によってもかか
る義務を回避し得ない場合、当社は、その選択により、いつでも、
本新株予約権付社債所持人に対して、償還日から 30 日以上 60 日以
内の事前の繰上償還の通知（かかる通知は取り消すことができな
い。）を行った上で、残存する本社債の全部（一部は不可）を償還日
として指定された日に本社債額面金額の 100%で繰上償還すること
ができる。但し、かかる通知がなされた時点で残存する本社債の額
面金額総額が発行時の本社債の額面金額総額の 15%以上の場合、各
本新株予約権付社債所持人は、当社に対して当該償還日の 20 日前ま
でに通知することにより、当該本新株予約権付社債所持人の保有す
る本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有す
る。この場合、当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につ
き下記 8.①記載の特約に基づく追加金の支払の義務を負わず、当該
償還日後の当該本社債に関する支払は公租公課を源泉徴収又は控除
したうえでなされる。 

 ③当社が組織再編行為を行う場合の繰上げ償還 

当社が当社による合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）に

関する合併契約が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議

が不要の場合は、当該合併について当社の取締役会決議がなされた

場合）、当社の事業の全部譲渡若しくは実質的な全部譲渡（本新株予

約権付社債に基づく当社の義務を他の会社に移転又は承継させる場

合に限る。）が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は、当該事業の全部譲渡若しくは実質的な全部譲渡につい

て当社の取締役会決議がなされた場合）、当社による新設分割若しく

は吸収分割（本新株予約権付社債に基づく当社の義務を他の会社に

移転又は承継させる場合に限る。）に関する新設分割計画若しくは吸

収分割契約が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は、当該新設分割若しくは吸収分割について当社の取締役

会決議がなされた場合）、当社が株式交換若しくは株式移転により他

の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合

（株主総会決議が不要の場合は、当該株式交換若しくは株式移転に

ついて当社の取締役会決議がなされた場合）、又は日本法に定められ

たその他の組織再編行為（本新株予約権付社債に基づく当社の義務

が他の者に移転又は承継されるものに限る。）を行う場合（これらの

場合には、下記 8.③記載の特約に基づく義務に従うものとする。）

であって、(A)下記 8.③(ﾛ)に定める申出を行うことが法律上又は実

務上実行可能でない旨、若しくは、法律上及び実務上実行可能であ

るが、当社が 善の努力を尽くしてもかかる申出を行うことができ

ない旨を当社が受託会社に対し当社の代表取締役が署名する証明書
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によって証明した場合には、残存する本新株予約権付社債の全部（一

部は不可）を、また、(B)かかる申出を行ったが、本新株予約権付社

債所持人の全部又は一部がこれを承諾（信託証書に定める社債権者

集会における特別決議による承諾を含む。）しない場合には、当該承

諾をしなかった本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約権

付社債の全部（一部は不可）を、当社は、本社債の額面金額に対す

る下記の割合の償還価額で繰上償還することができる。 

なお、上記合併、事業譲渡、新設分割、吸収分割、株式交換、株式

移転及びその他の組織再編行為を併せて、以下「組織再編行為」と

総称し、上記各場合を併せて、以下「組織再編行為を行う場合」と

総称する。また、上記合併後存続又は設立する会社、当社の事業を

譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債

に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転に

より当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の組織再編行為

により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社

を併せて、以下「承継会社等」と総称する。 

償還日が 2006 年 6 月 12 日から 2007 年 6 月 11 日までの場合 105.5％

償還日が 2007 年 6 月 12 日から 2008 年 6 月 11 日までの場合 105.0％

償還日が 2008 年 6 月 12 日から 2009 年 6 月 11 日までの場合 104.5％

償還日が 2009 年 6 月 12 日から 2010 年 6 月 11 日までの場合 104.0％

償還日が 2010 年 6 月 12 日から 2011 年 6 月 11 日までの場合 103.5％

償還日が 2011 年 6 月 12 日から 2012 年 6 月 11 日までの場合 103.0％

償還日が 2012 年 6 月 12 日から 2013 年 6 月 11 日までの場合 102.5％

償還日が 2013 年 6 月 12 日から 2014 年 6 月 11 日までの場合 102.0％

償還日が 2014 年 6 月 12 日から 2015 年 6 月 11 日までの場合 101.5％

償還日が 2015 年 6 月 12 日から 2016 年 6 月 11 日までの場合 101.0％

償還日が 2016 年 6 月 12 日から 2017 年 6 月 11 日までの場合 100.5％

償還日が 2017 年 6 月 12 日から 2018 年 6 月 11 日までの場合 100.0％

(5)本新株予約権付社債
所持人の選択による
繰上償還 

本新株予約権付社債所持人は、その選択により、当社に対し、2010 年
6 月 12 日及び 2015 年 6 月 12 日（以下 I．においてそれぞれ「任意償
還日」という。）において、その保有する本社債を本社債額面金額の
100%で償還することを請求することができる。かかる請求をするため
には、本新株予約権付社債所持人は、当該任意償還日に先立つ 30 日以
上 60 日以内の期間に所定の償還通知書とともに当該本新株予約権付
社債券を本社債の支払代理人に預託しなければならない。かかる通知
は当社の書面による同意がない限り、取り消し又は撤回することがで
きない。 

(6)債務不履行等による
強制償還 

信託証書又は本社債に関する義務の不履行その他本新株予約権付社債
の要項に定める一定の事由が生じた場合で、かつ受託会社が本新株予
約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利
益の喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益を失
い、本社債を本社債額面金額の 100％で直ちに償還しなければならな
い。 

(7)買入消却 当社及びその子会社（本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本
(7)において同じ。）は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時
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本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。当社
又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、
いつでも、その選択により（当社の子会社が買入れた場合には、当該
当社子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた
後）、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、か
かる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は上記
6.(6)に基づき行使できなくなることにより消滅する。 

(8)本社債券の様式 無記名式新株予約権付社債券 
(9)本社債の担保又は 

保証 
該当なし。 

8. 特約 ①追加支払 
本社債に関する支払につき、日本国又はその他日本の課税権者によ
り課せられる現在又は将来の公租公課を源泉徴収又は控除すべきこ
とを法令により要求される場合、当社は、本新株予約権付社債の要
項に従い、一定の場合を除き、本新株予約権付社債所持人に対し、
当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなけれ
ば支払われたであろう額に等しくなるように追加金を支払う。 

 ②担保設定制限 
本新株予約権付社債が残存する限り、当社は、(A)外債（以下に定義
する。）に関する支払、(B)外債の保証に基づく支払又は(C)外債に関
する補償その他これらに類する他の債務に基づく支払を担保する目
的で、当該外債の所持人の利益のために、当社の現在又は将来の財
産又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権
も設定せず、かつこれを存続させないものとする。但し、(x)当該外
債又はその保証若しくは補償その他これらに類する他の債務にかか
る上記担保と同様の担保を受託会社の満足する形で本新株予約権付
社債にも同時に付す場合、又は(y)受託会社の完全な裁量において本
新株予約権付社債所持人にとって重大な不利益とはならないと判断
される担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同時に付す場合
又は本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認され
た担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同時に付す場合は、
この限りでない。 
｢外債」とは、当社又はその他の者が発行するボンド、ディベンチャ
ー、ノートその他これに類する証券（満期が 1 年を超えるものに限
る。）で、(A)外貨払の証券若しくは外貨により支払を受ける権利を
付与されている証券、又は円貨建でその元本総額の 50%超が当社に
より又は当社の承認を得て当初日本国外で募集される証券で、かつ、
(B)日本国外の証券取引所、店頭市場又はその他の類似の証券取引市
場で、取引相場があり、上場され若しくは通常取引されるもの又は
それが予定されているものをいう。 

 ③当社が組織再編行為を行う場合の特約 
当社による組織再編行為について提案がなされた場合、当社は、受
託会社に対しては書面にて、本新株予約権付社債所持人に対しては
本新株予約権付社債の要項に従い、かかる提案及び本新株予約権付
社債に関する提案について通知を行うものとする。かかる通知には
予定される効力発生日を明記するものとする。また、当社が組織再
編行為を行う場合、当社はさらに、受託会社に対しては書面にて、
本新株予約権付社債所持人に対しては本新株予約権付社債の要項に
従い、その旨及び予定される当該組織再編行為の効力発生日につい
て通知を行うものとする。 
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(ｲ) 当社が組織再編行為を行う場合、(i)その時点において（法律の

公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果）法律上実

行可能であり、(ii)その実行のための仕組みが既に構築されてい

るか又は構築可能であり、かつ(iii)その全体に照らして実行の

ために当社が不合理であると判断する費用や支出（租税債務を含

む。）を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおい

て、当社は、承継会社等をして、本社債の債務者とするための本

新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わ

る新たな新株予約権（以下「承継会社等の新株予約権」という。）

の交付をさせるよう 善の努力を尽くすものとする。 

(ﾛ) 上記(ｲ)に定める事項が(i)その時点において（法律の公的又は司

法上の解釈又は適用について考慮した結果）法律上実行可能でな

いか、(ii)その実行のための仕組みが構築されておらず、かつ構

築可能でないか、又は(iii)その全体に照らして実行のために当

社が不合理であると判断する費用若しくは支出（租税債務を含

む。）を当社又は承継会社等に生じさせる場合であり、その旨を

当社が受託会社に対し当社の代表取締役が署名する証明書によ

って証明した場合には、その時点において（法律の公的又は司法

上の解釈又は適用について考慮した結果）法律上及び実務上実行

可能である限りにおいて、本新株予約権付社債所持人に対し、そ

の保有していた本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供

する旨の申出を行うか又は承継会社等をしてかかる申出を行わ

せるものとする。なお、その全体に照らして当社が不合理である

と判断する費用又は支出（租税債務を含む。）を当社又は承継会

社等に生じさせることなく、（法律の公的又は司法上の解釈又は

適用について考慮した結果）法律上及び実務上実行可能である場

合には、当社は、承継会社等をして、かかる経済的利益の一部と

して、下記④に定める新株予約権を交付させるよう 善の努力を

しなければならない。 

 ④上記③に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそ

れぞれ交付されるものとする。 

(ｲ) 交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予

約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約

権の数と同一の数とする。 

(ﾛ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

(ﾊ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の

普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予

約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、

転換価額は上記 6.(1)③と同様な調整に服する。 

(i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行

為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使し

たときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株
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予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有

者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通

株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組

織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又は

その他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価

値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等

しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるように

する。 

(ii) その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効

力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したとき

に、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権

を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ること

のできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるよう

に、転換価額を定める。 

(ﾆ) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及びその価額又はその算定方法 

承継会社等の新株予約権 1個の行使に際しては、各本社債を出資

するものとし、承継会社等の新株予約権 1個の行使に際して出資

される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。 

(ﾎ) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

上記 6.(6)に定める本新株予約権の行使期間の開始日と当該組

織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記 6.(6)に定

める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

(ﾍ) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

上記 6.(7)に準じて決定する。 

(ﾄ) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

上記 6.(8)に準じて決定する。 

(ﾁ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記 6.(5)に準じて決定する。 

(ﾘ) その他 

本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数に

つき、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、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権

付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡

することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制

限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債

と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再

編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本

新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 

9． 上場 本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 
10． その他の事項 当社株式に関する安定操作取引は行いません。 



 

 

ご注意：本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を

目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本又は米国を含むいかなる地域における証券の募

集を行うものでもありません。米国 1933 年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出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づ

いて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。 

Stabilisation/FSA 

 

- 13 - 

 

 

 

Ⅱ．凸版印刷株式会社 2026 年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債 

1． 社債の名称 凸版印刷株式会社 2026 年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型
新株予約権付社債（以下Ⅱ．において「本新株予約権付社債」といい、
そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」と
いう。） 

2． 本社債の払込金額 本社債額面金額の 100.5％（各本社債額面金額 5,000,000 円） 
3． 本新株予約権と引換

えにする金銭の払込
み 

本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込
みを要しないものとする。 

4． 本新株予約権の割当
日及び本社債の払込
期日 

2006 年 6 月 12 日 

5． 募集に関する事項  

 (1)募集方法 Merrill Lynch International を単独ブックランナー兼共同主幹事引

受会社とし、Nomura International を共同主幹事引受会社とする幹事

引受団の総額個別買取引受による欧州を中心とする海外市場（但し、

米国を除く。）における募集。但し、買付けの申込は条件決定日の 23

時 19 分(日本時間の条件決定日翌日 8 時 19 分)までとする。なお、

Merrill Lynch International には、2006 年 6 月 6 日までに当社に通

知することにより、本社債額面金額合計額 50 億円を上限として追加的

に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与する。 

 (2)本新株予約権付社債
の発行価格（募集価
格） 

本社債額面金額の 103.0％ 

6． 本新株予約権に関す
る事項 

 

(1)本新株予約権の目的
である株式の種類及
び数の算定方法 

①本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行

使された本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を下記②に定

める転換価額で除した数とする。但し、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

未満株式が発生する場合には、会社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。 

②当初転換価額 

転換価額は、当初、当社の代表取締役社長足立直樹又は当社の取締

役副社長外山孟が、本新株予約権付社債の発行に係る当社取締役会

の授権に基づき、かかる取締役会開催日又はその翌日（いずれも日

本時間）に、かかる取締役会開催日の当社普通株式の終値の 115%以

上で、ユーロ市場における市場慣行に従った転換社債型新株予約権

付社債のブックビルディング方式により把握される投資家の需要状

況及びその他の市場動向を勘案して決定する。 

③転換価額の調整 

転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の

時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社



 

 

ご注意：本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を

目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本又は米国を含むいかなる地域における証券の募

集を行うものでもありません。米国 1933 年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出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づ

いて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。 

Stabilisation/FSA 

 

- 14 - 

 

普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、

次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社

が保有するものを除く。）の総数をいう。 

 

発行又は 

処分株式数 

 

× 

1株当りの 

発行又は 

処分価額 既発行株

式数
 

＋

時 価 調整後 

転換価額
 
＝

調整前 

転換価額 ×
既発行株式数＋発行又は処分株式数 

 
また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）又は

併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含

む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜

調整される。 

 
(2)発行する本新株予約

権の総数 
6,000 個及び上記 5.(1)記載の Merrill Lynch International に付与さ
れた権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る
本社債額面金額合計額を 5,000,000 円で除した個数並びに本新株予約
権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て
発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合
計額を 5,000,000 円で除した個数の合計数 

(3)本新株予約権の行使
に際して出資される
財産の内容及びその
価額又はその算定方
法 

①本新株予約権 1 個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を
出資するものとする。 

②本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社
債の払込金額と同額とする。 

(4) 本新株予約権と引
換えに金銭の払込み
を要しないこととす
る理由  

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、本新株予約権の行使は本社債の現物

出資によりなされ、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約権の行

使期間が終了しこれに伴い本新株予約権は消滅する等、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、上記(1)②記載

のとおり決定される当初の転換価額を前提とした本新株予約権の理論

的価値と、本社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債

全体の発行に際し、本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件に

より当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、本新株予約権

と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 

 

(5) 本新株予約権の行
使により株式を発行
する場合における増
加する資本金及び資
本準備金に関する事
項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資
本金の額は、会社計算規則第 40 条第 1項に従い算出される資本金等
増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資
本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定
める増加する資本金の額を減じた額とする。 
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(6)本新株予約権の権利
行使期間 

2006 年 6 月 26 日から 2026 年 5 月 29 日における新株予約権行使受付

代理人の営業終了時（行使請求地時間）までとする。 

 

但し、(A)当社が下記 7.(4)①、②又は③のいずれかにより本社債を繰

上償還する場合(下記 7.(4)②但書記載の繰上償還を受けないことが

選択された本社債を除く。）には、償還日の東京における 3営業日前の

日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）

後、(B)下記 7.(5)により本社債が繰上償還される場合には、償還通知

書が、本新株予約権付社債の要項に従って本社債の支払代理人に預託

された日より後、(C)当社が下記(8)により本新株予約権付社債を取得

する場合には、本新株予約権付社債所持人に対する事前通知がなされ

た時より後、(D)下記 7.(7)記載の買入消却の場合は、当社が本社債を

消却した時より後、又は、(E)当社が本社債につき期限の利益を喪失し

た場合には、期限の利益の喪失日後は、それぞれ、本新株予約権を行

使することはできないものとする。 

 

但し、(x)いかなる場合も 2026 年 5 月 29 日より後は本新株予約権を行

使することはできないものとし、また、(y)当社が組織再編行為を実行

するために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に

判断した場合は、本新株予約権は、当社が定める期間（かかる期間は

30 日を超えることはできず、当該組織再編行為の効力発生日の 14 日

後の日以前に終了するものとする。）において行使することができない

ものとする。当社は、本新株予約権付社債所持人及び受託会社に対し

て、上記(y)記載の本新株予約権の行使の停止を決定した旨及び停止期

間を、当該停止期間が開始する 30 日以上前に通知するものとする。 

(7)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ものとする。 

②本新株予約権付社債所持人は、2025 年 3 月 31 日までは、本新株予

約権付社債の要項に従い、ある四半期の初日から 終日の期間

において、当社普通株式の終値が、当該四半期の直前の四半期

の 後の取引日（以下に定義する。）に終了する 30 連続取引日

のうちいずれかの 20 取引日において、当該直前の四半期の 後

の取引日において適用のある転換価額の 130%を超える場合に

限って、本新株予約権を行使することができる。なお、かかる

計算は 2025 年 3 月 31 日に終了する四半期には行わないものと

する。2025 年 4 月 1日以降の期間においては、本新株予約権付

社債の要項に従い、本新株予約権付社債所持人は、当社普通株

式の終値が少なくとも 1 取引日において当該取引日に適用のあ

る転換価額の 130%を超える場合は、以後いつでも、本新株予約

権を行使することができる。但し、本②記載の本新株予約権の

行使の条件は、以下(ｲ)、(ﾛ)及び(ﾊ)の期間中は適用されない。

なお、本(7)において「取引日」とは、東京証券取引所が開設さ

れている日をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含

まない。 

 (ｲ) 株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（以

下「R&I」という。）による(A)当社の長期個別債務格付（かか

る格付がない場合には当社の発行体格付）若しくは本新株予約

権付社債の格付（かかる格付がなされた場合）が A 以下である
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期間、(B)当社の長期個別債務格付（かかる格付がない場合には

当社の発行体格付）若しくは本新株予約権付社債の格付（かか

る格付がなされた場合）に関し R&I による格付がなされなくな

った期間、又は(C)R&I による当社の長期個別債務格付（かかる

格付がない場合には当社の発行体格付）若しくは本新株予約権

付社債の格付（かかる格付がなされた場合）が停止若しくは撤

回されている期間 

(ﾛ) 当社が、本新株予約権付社債所持人に対し、下記 7.(4)記載の

当社の選択による本社債の繰上償還に係る通知を行った後の期

間 

(ﾊ) 当社が組織再編行為を行う場合、本新株予約権付社債の要項に

従い、本新株予約権付社債所持人に対して当該組織再編行為に

関する通知を行った日以降の期間 

 

(8)本新株予約権の取得
条項 

2021 年 6 月 12 日以降、当社普通株式が上場されていることを条件

として、当社は本新株予約権付社債所持人に対して、取得日（以下

に定義する。）から 75 日以上 90 日以内の事前の通知（かかる通知は

2021 年 6 月 12 日より前に行うことはできない。また、かかる通知

は取り消すことができない。）（以下Ⅱ．において「取得通知」とい

う。）を行った上で、取得日に、残存する本新株予約権付社債の全部

（一部は不可）を交付財産（以下に定義する。）と引換えに取得する

ことができる。当社は、その選択により、取得した本新株予約権付

社債を、保有、売却又は消却することができる。 

「取得日」とは、当社が別に定め、取得通知に記載する日をいう。

「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(A) 5,000,000

円及び (B) 転換価値（以下に定義する。）から 5,000,000 円を差し

引いた額（正の数値である場合に限る。）を 1株当りの平均 VWAP（以

下に定義する。）で除して得られる数の当社普通株式（但し、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、計算の結

果、単元未満株式が発生する場合には、会社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。）をい

う。 

「1 株当りの平均 VWAP」とは、当社が取得通知をした日の 5 取引日

（以下に定義する。）後（当日を含まない。）から始まる 30 連続取引

日に含まれる各取引日において東京証券取引所が発表する VWAP の

平均値をいう。 

「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAP

が発表されない日を含まない。当該 30 連続取引日中に上記 (1)③記

載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1 株当りの平均 VWAP

も適宜調整される。 

「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。 

1 株当りの平均 VWAP 

終日転換価額 
× 各本社債の払込金額 
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上記算式において「 終日転換価額」とは、取得通知をした日の 5 取
引日後（当日は含まない。）から始まる 30 連続取引日の 終日の転換
価額をいう。 

7． 本社債に関する事項  
(1)本社債の額面金額及

び発行総額 
①各本社債の額面金額 

5,000,000 円 
②本社債の発行総額 

300 億円及び上記 5.(1)記載の Merrill Lynch International に付与
された権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に
係る本社債額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗
難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある
代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額 

(2)本社債の利率 本社債には利息は付さない。 
(3)本社債の満期償還 2026 年 6 月 12 日（償還期限）に本社債額面金額の 100％で償還する。
(4)当社の選択による 

繰上償還 
①任意繰上償還 

2021 年 6 月 12 日以降、当社は、本新株予約権付社債所持人に対し

て、償還日から 30 日以上 60 日以内の事前の繰上償還の通知（かか

る通知は取り消すことができない。）を行った上で、残存する本社債

の全部（一部は不可）を本社債額面金額の 100％で繰上償還するこ

とができる。 

 ②税制変更等による繰上償還 

日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関し下記 8．
①記載の特約に基づく追加金の支払の義務があることを当社が受託
会社に了解させ、かつ当社が利用できる合理的な手段によってもか
かる義務を回避し得ない場合、当社は、その選択により、いつでも、
本新株予約権付社債所持人に対して、償還日から 30 日以上 60 日以
内の事前の繰上償還の通知（かかる通知は取り消すことができな
い。）を行った上で、残存する本社債の全部（一部は不可）を償還日
として指定された日に本社債額面金額の 100%で繰上償還すること
ができる。但し、かかる通知がなされた時点で残存する本社債の額
面金額総額が発行時の本社債の額面金額総額の 15%以上の場合、各
本新株予約権付社債所持人は、当社に対して当該償還日の 20 日前ま
でに通知することにより、当該本新株予約権付社債所持人の保有す
る本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有す
る。この場合、当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につ
き下記 8.①記載の特約に基づく追加金の支払の義務を負わず、当該
償還日後の当該本社債に関する支払は公租公課を源泉徴収又は控除
したうえでなされる。 

 ③当社が組織再編行為を行う場合の繰上げ償還 

当社が組織再編行為を行う場合（これらの場合には、下記 8．③記

載の特約に基づく義務に従うものとする。）であって、(A)下記 8.③

(ﾛ)に定める申出を行うことが法律上又は実務上実行可能でない旨、

若しくは、法律上及び実務上実行可能であるが、当社が 善の努力

を尽くしてもかかる申出を行うことができない旨を当社が受託会社

に対し当社の代表取締役が署名する証明書によって証明した場合に

は、残存する本新株予約権付社債の全部（一部は不可）を、また、

(B)かかる申出を行ったが、本新株予約権付社債所持人の全部又は一
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部がこれを承諾（信託証書に定める社債権者集会における特別決議

による承諾を含む。）しない場合には、当該承諾をしなかった本新株

予約権付社債所持人が保有する本新株予約権付社債の全部（一部は

不可）を、当社は、本社債の額面金額に対する下記の割合の償還価

額で繰上償還することができる。 

償還日が 2006 年 6月 12日から 2007 年 6月 11日までの場合 109.5% 

償還日が 2007 年 6月 12日から 2008 年 6月 11日までの場合 109.0% 

償還日が 2008 年 6月 12日から 2009 年 6月 11日までの場合 108.5% 

償還日が 2009 年 6月 12日から 2010 年 6月 11日までの場合 108.0% 

償還日が 2010 年 6月 12日から 2011 年 6月 11日までの場合 107.5% 

償還日が 2011 年 6月 12日から 2012 年 6月 11日までの場合 107.0% 

償還日が 2012 年 6月 12日から 2013 年 6月 11日までの場合 106.5% 

償還日が 2013 年 6月 12日から 2014 年 6月 11日までの場合 106.0% 

償還日が 2014 年 6月 12日から 2015 年 6月 11日までの場合 105.5% 

償還日が 2015 年 6月 12日から 2016 年 6月 11日までの場合 105.0% 

償還日が 2016 年 6月 12日から 2017 年 6月 11日までの場合 104.5% 

償還日が 2017 年 6月 12日から 2018 年 6月 11日までの場合 104.0% 

償還日が 2018 年 6月 12日から 2019 年 6月 11日までの場合 103.5% 

償還日が 2019 年 6月 12日から 2020 年 6月 11日までの場合 103.0% 

償還日が 2020 年 6月 12日から 2021 年 6月 11日までの場合 102.5% 

償還日が 2021 年 6月 12日から 2022 年 6月 11日までの場合 102.0% 

償還日が 2022 年 6月 12日から 2023 年 6月 11日までの場合 101.5% 

償還日が 2023 年 6月 12日から 2024 年 6月 11日までの場合 101.0% 

償還日が 2024 年 6月 12日から 2025 年 6月 11日までの場合 100.5% 

償還日が 2025 年 6月 12日から 2026 年 6月 11日までの場合 100.0% 

(5)本新株予約権付社債
所持人の選択による
繰上償還 

本新株予約権付社債所持人は、その選択により、当社に対し、2011 年
6 月 12 日、2016 年 6 月 10 日及び 2021 年 6 月 12 日（以下Ⅱ．におい
てそれぞれ「任意償還日」という。）において、その保有する本社債を
本社債額面金額の 100%で償還することを請求することができる。かか
る請求をするためには、本新株予約権付社債所持人は、当該任意償還
日に先立つ 30 日以上 60 日以内の期間に所定の償還通知書とともに当
該本新株予約権付社債券を本社債の支払代理人に預託しなければなら
ない。かかる通知は当社の書面による同意がない限り、取り消し又は
撤回することができない。 

(6)債務不履行等による
強制償還 

信託証書又は本社債に関する義務の不履行その他本新株予約権付社債
の要項に定める一定の事由が生じた場合でかつ受託会社が本新株予約
権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利益
の喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益を失い、
本社債を本社債額面金額の 100％で直ちに償還しなければならない。
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(7)買入消却 当社及びその子会社（本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本

(7)において同じ。）は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時

本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。当社

又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、

いつでも、その選択により（当社の子会社が買入れた場合には、当該

当社子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた

後）、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、か

かる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は上記

6.(6)に基づき行使できなくなることにより消滅する。 

 
(8)本社債券の様式 無記名式新株予約権付社債券 
(9)本社債の担保又は 

保証 
該当なし。 

8. 特約 ①追加支払 
本社債に関する支払につき、日本国又はその他日本の課税権者によ
り課せられる現在又は将来の公租公課を源泉徴収又は控除すべきこ
とを法令により要求される場合、当社は、本新株予約権付社債の要
項に従い、一定の場合を除き、本新株予約権付社債所持人に対し、
当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなけれ
ば支払われたであろう額に等しくなるように追加金を支払う。 

 ②担保設定制限 
本新株予約権付社債が残存する限り、当社は、(A)外債（以下に定義
する。）に関する支払、(B)外債の保証に基づく支払又は(C)外債に関
する補償その他これらに類する他の債務に基づく支払を担保する目
的で、当該外債の所持人の利益のために、当社の現在又は将来の財
産又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権
も設定せず、かつこれを存続させないものとする。但し、(x)当該外
債又はその保証若しくは補償その他これらに類する他の債務にかか
る上記担保と同様の担保を受託会社の満足する形で本新株予約権付
社債にも同時に付す場合、又は(y)受託会社の完全な裁量において本
新株予約権付社債所持人にとって重大な不利益とはならないと判断
される担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同時に付す場合
又は本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認され
た担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同時に付す場合は、
この限りでない。 
｢外債」とは、当社又はその他の者が発行するボンド、ディベンチャ
ー、ノートその他これに類する証券（満期が 1 年を超えるものに限
る。）で、(A)外貨払の証券若しくは外貨により支払を受ける権利を
付与されている証券、又は円貨建でその元本総額の 50%超が当社に
より又は当社の承認を得て当初日本国外で募集される証券で、かつ、
(B)日本国外の証券取引所、店頭市場又はその他の類似の証券取引市
場で、取引相場があり、上場され若しくは通常取引されるもの又は
それが予定されているものをいう。 

 ③当社が組織再編行為を行う場合の特約 
当社による組織再編行為について提案がなされた場合、当社は、受
託会社に対しては書面にて、本新株予約権付社債所持人に対しては
本新株予約権付社債の要項に従い、かかる提案及び本新株予約権付
社債に関する提案について通知を行うものとする。かかる通知には
予定される効力発生日を明記するものとする。また、当社が組織再
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編行為を行う場合、当社はさらに、受託会社に対しては書面にて、
本新株予約権付社債所持人に対しては本新株予約権付社債の要項に
従い、その旨及び予定される当該組織再編行為の効力発生日につい
て通知を行うものとする。 

(ｲ) 当社が組織再編行為を行う場合、(i)その時点において（法律の

公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果）法律上実

行可能であり、(ii)その実行のための仕組みが既に構築されてい

るか又は構築可能であり、かつ(iii)その全体に照らして実行の

ために当社が不合理であると判断する費用や支出（租税債務を含

む。）を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおい

て、当社は、承継会社等をして、本社債の債務者とするための本

新株予約権付社債の要項に定める措置及び承継会社等の新株予

約権の交付をさせるよう 善の努力を尽くすものとする。 

(ﾛ) 上記(ｲ)に定める事項が(i)その時点において（法律の公的又は司

法上の解釈又は適用について考慮した結果）法律上実行可能でな

いか、(ii)その実行のための仕組みが構築されておらず、かつ構

築可能でないか、又は(iii)その全体に照らして実行のために当

社が不合理であると判断する費用若しくは支出（租税債務を含

む。）を当社又は承継会社等に生じさせる場合であり、その旨を

当社が受託会社に対し当社の代表取締役が署名する証明書によ

って証明した場合には、その時点において（法律の公的又は司法

上の解釈又は適用について考慮した結果）法律上及び実務上実行

可能である限りにおいて、本新株予約権付社債所持人に対し、そ

の保有していた本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供

する旨の申出を行うか又は承継会社等をしてかかる申出を行わ

せるものとする。なお、その全体に照らして当社が不合理である

と判断する費用又は支出（租税債務を含む。）を当社又は承継会

社等に生じさせることなく、（法律の公的又は司法上の解釈又は

適用について考慮した結果）法律上及び実務上実行可能である場

合には、当社は、承継会社等をして、かかる経済的利益の一部と

して、下記④に定める新株予約権を交付させるよう 善の努力を

しなければならない。 

 

④上記③に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそ

れぞれ交付されるものとする。 

(ｲ) 交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予

約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約

権の数と同一の数とする。 

(ﾛ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

(ﾊ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の

普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予

約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、
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転換価額は上記 6.(1)③と同様な調整に服する。 

(i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効

力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当

該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した

場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為

において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるよう

に、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の

普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該

証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得

られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領でき

るようにする。 

(ii) その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生

日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織

再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に

本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と

同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。 

(ﾆ) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

及びその価額又はその算定方法 

承継会社等の新株予約権 1個の行使に際しては、各本社債を出資

するものとし、承継会社等の新株予約権 1個の行使に際して出資

される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。 

(ﾎ) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

上記 6.(6)に定める本新株予約権の行使期間の開始日と当該組

織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記 6.(6)に定

める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

(ﾍ) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

上記 6.(7)に準じて決定する。 

(ﾄ) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

上記 6.(8)に準じて決定する。 

(ﾁ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記 6.(5)に準じて決定する。 

(ﾘ) その他 

本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数に

つき、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、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権

付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡

することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制

限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債

と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再

編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本

新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 
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9． 上場 本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 
10． その他の事項 当社株式に関する安定操作取引は行いません。 

 

 

以 上 
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（ご参考） 

1. 資金の使途 

(1) 今回調達資金の使途 

発行手取り金は、主として、2007 年償還予定の当社社債の償還資金及び液晶用カラーフィルタ

を主としたエレクトロニクス系事業領域における開発・製造設備拡充を機動的に行うための戦略資

金に充当する予定です。 

(2) 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

(3) 調達資金による会社収益への影響 

本新株予約権付社債はゼロクーポンで発行されるため、金利負担による連結業績への影響は

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、利益配分につきましては、株主の皆さまへの安定的な配当を基本に、配当性向を勘

案して漸増的な配当を実現することと、企業体質を強化し、安定した収益基盤を構築するため

に内部留保を充実させることを利益配分の基本方針としております 

(2) 配当決定にあたっての考え方 

配当決定に当たっての基本的な考え方は上記(1)のとおりです。 

(3) 内部留保金の使途 

内部留保資金つきましては、企業価値の向上を目指し、成長が見込まれる事業分野の拡大に

向けた設備投資と研究開発に充てるほか、長期的視点から投資効率を高める施策に充てる方針

です。 

(4) 過去 3決算期間の配当状況（単独決算） 

 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 

1 株当り当期純利益 27.72 円 31.96 円 32.65 円 

1 株 当 り 配 当 金 17.00 円 19.00 円 20.00 円 

実 績 配 当 性 向 61.3% 59.4% 61.3% 

株 主 資 本 利 益 率 2.8% 3.2% 3.1% 

株 主 資 本 配 当 率 1.7% 1.8% 1.9% 

(注) 1．株主資本利益率は、決算期末の当期純利益を株主資本（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.平成 18 年 3 月期の一株当たり配当金及び配当性向については、予定しております 1 株当りの期

末配当 10.5 円を含んだ予定値となっております。 

(5) 過去の利益配分ルールの遵守状況 

該当事項はありません。 

 

3. その他 

(1) 潜在株式による希薄化情報等 

本新株予約権付社債には転換制限条項が付されており、転換権の行使が制限されております。

そのため、「一株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第二号）及び「一株当た



 

 

ご注意：本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を

目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本又は米国を含むいかなる地域における証券の募

集を行うものでもありません。米国 1933 年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出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づ

いて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。 
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り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第四号）に基づき、本新

株予約権付社債は「条件付発行可能潜在株式」に該当し、新株予約権の行使の条件が充足され

ない限り潜在株式に含まれず、会計上希薄化効果が認識されないため、希薄化情報に関する記

載は省略しております。 

(2) 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 過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンスは、以下の通りです。 

当社は、平成 16 年 3 月 29 日に発行総額 60,000 百万円の 2024 年満期ユーロ円建転換制限条

項付転換社債型新株予約権付社債を発行しておりますが、本日現在、当社普通株式へ転換され

たものはありません。 

 

②過去 3決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 15 年 3月期 平成 16 年 3月期 平成 17年 3月期 平成18年3月期

始 値 1,228 円 761 円 1,365 円 1,183 円 

高 値 1,405 円 1,383 円 1,374 円 1,637 円 

安 値 736 円 714 円 1,005 円 1,062 円 

終 値 753 円 1,341 円 1,174 円 1,632 円 

株価収益率 24.1 倍 48.4 倍 36.7 倍 50.0 倍 

(注) 1．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で除した数値で

あります。 

 

以 上 


