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平成18年５月29日 

   各     位 

静岡県静岡市葵区呉服町１丁目６番地の９ 

                          株 式 会 社 す み や 

代表取締役社長 川 辺  哲 

（ＪＡＳＤＡＱ・証券コード9939） 

問い合わせ先 

責任者役職名  常務取締役管理本部本部長 

氏    名  安 田 俊 明 

電    話  (054)254－2331 

 

 

 

（訂正）「株式会社ＴＳＵＡＴＡＹＡとの資本・業務提携 

及び、財務体質の改善・事業再編についてのお知らせ」の一部訂正について 
 

 
平成18年５月15日に公表いたしました「株式会社ＴＳＵＡＴＡＹＡとの資本・業務提携及び、財務体質の改善・事

業再編についてのお知らせ」に一部訂正がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所に

は下線を付しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 
（１）３ページ及び６ページの訂正の理由 

本件に係る臨時報告書について、訂正がございましたので、あわせて訂正させていただきます。 
 

（２）９ページの訂正の理由 
債権者異議申述最終期日の日程が７月 30 日（日曜日）となっておりましたが、民法 142 条に定められている

とおり、期間の満了日が日曜などである場合、翌日の満了まで延長されることとなることを踏まえ、訂正させて

いただきます。 
 
（３）１４ページの訂正の理由 

記載ミスであったため、訂正させていただきます。 
 

 

２．訂正の内容 
（１）３ページの訂正の内容 
（訂正前） 

（２）優先株式発行要領（第１種優先株式） 

 ①募集株式の名称      株式会社すみや 第一回第１種優先株式 

                  （以下「第１種優先株式」という。） 

 ②授権発行可能種類株式数  1,000,000 株 

 ③募集株式の種類及び数   優先株式 1,000,000 株 

 ④払込金額         1 株につき   2,000 円 

 ⑤払込金額の総額      2,000,000,000 円 

 ⑥資本組入額        1 株につき   1,000 円 

 ⑦資本組入額の総額     1,000,000,000 円 

 ⑧申込期日         平成 18 年７月 14 日 

 ⑨払込期日         平成 18 年７月 14 日 

 ⑩新株券交付日       平成 18 年７月 14 日 

 ⑪割当先及び割当株式数   株式会社静岡銀行 1,000,000 株 
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（訂正後） 
（２）優先株式発行要領（第１種優先株式） 

 ①発行株式の種類・銘柄   株式会社すみや 第一回第１種優先株式 

                  （以下「第１種優先株式」という。） 

 ②発行可能種類株式総数   1,000,000 株 

 ③発行株式数        優先株式 1,000,000 株 

 ④発行価格         1 株につき   2,000 円 

 ⑤発行価額の総額      2,000,000,000 円 

 ⑥資本組入額        1 株につき   1,000 円 

 ⑦資本組入額の総額     1,000,000,000 円 

 ⑧申込期日         平成 18 年７月 14 日 

 ⑨払込期日         平成 18 年７月 14 日 

 ⑩新株券交付日       平成 18 年７月 14 日 

 ⑪割当先及び割当株式数   株式会社静岡銀行 1,000,000 株 

 

 

（２）６ページの訂正の内容 
（訂正前） 

  ⑥一斉取得条項 当会社は、取得請求期間中に取得請求のなかった第一回第１種優先株式に

ついては、同期間の末日の翌日以降に開催される取締役会で定める日の到

来をもって取得するのと引換えに交付することにより、第一回第１種優先

株式の１株当たり当会社普通株式５株を取得交付することができる。 

第一回第１種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、

上記③に従って調整されるものとする。 

 

  （訂正後） 
  ⑥一斉取得条項 

 

当会社は、取得請求期間中に取得請求のなかった第一回第１種優先株式に

ついては、同期間の末日の翌日以降に開催される取締役会で定める日の到

来をもって、第一回第１種優先株式の１株当たり当会社普通株式５株を対

価として交付することにより、取得することができる。 

第一回第１種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、

上記③に従って調整されるものとする。 

 

 

（３）９ページの訂正の内容 
（訂正前） 

Ⅲ．今後の日程 
平成 18 年５月 15 日（月曜日）     資本・業務提携取締役会決議 

平成 18 年５月 15 日（月曜日）     有価証券届出書提出 

平成 18 年６月 29 日（木曜日）（予定） 株主総会決議 

平成 18 年６月 30 日（金曜日）（予定） 債権者異議申述公告 

平成 18 年７月 7 日（金曜日）（予定） 有価証券届出書の効力発生日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 自己株式の消却の効力発生日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 新株式の申込期日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 新株式の払込期日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 親会社及び筆頭株主である主要株主の異動日 

平成 18 年７月 30 日（日曜日）（予定） 債権者異議申述最終期日 

平成 18 年７月 31 日（月曜日）（予定） 減資の効力発生日 

 

  （訂正後） 

Ⅲ．今後の日程 
平成 18 年５月 15 日（月曜日）     資本・業務提携取締役会決議 

平成 18 年５月 15 日（月曜日）     有価証券届出書提出 

平成 18 年６月 29 日（木曜日）（予定） 株主総会決議 

平成 18 年６月 30 日（金曜日）（予定） 債権者異議申述公告 

平成 18 年７月 7 日（金曜日）（予定） 有価証券届出書の効力発生日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 自己株式の消却の効力発生日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 新株式の申込期日 
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平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 新株式の払込期日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 親会社及び筆頭株主である主要株主の異動日 

平成 18 年７月 31 日（月曜日）（予定） 債権者異議申述最終期日 

平成 18 年８月 1 日（火曜日）（予定） 減資の効力発生日 

 

 

（４）１４ページの訂正の内容 

（訂正前） 
【別紙１】各社の概要 
名称 株式会社静岡銀行 

本店所在地 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目１０番地 

代表者の役職・氏名 頭取  中西 勝則 

資本金 90,845 百万円 

発行済株式総数 720,129,069 株 

大株主及び持株比率 

（平成 18 年３月 31 日現

在） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行      29,884 千株（4.14%） 

日本生命保険相互会社         29,745 千株（4.13%） 

明治安田生命保険相互会社       29,117 千株（4.04%） 

第一生命保険相互会社         23,546 千株（3.26%） 

東京海上日動火災保険株式会社     23,216 千株（3.22%） 

日本マスタートラスト信託       21,116 千株（2.93%） 

銀行株式会社（信託口）  

日本トラスティ・サービス       20,129 千株（2.79%） 

信託銀行株式会社（信託口） 

住友生命保険相互会社         12,070 千株（1.67%） 

株式会社みずほコーポレート銀行    11,604 千株（1.61%） 

ノーザントラストカンパニー      10,102 千株（1.40%） 

（エイブイエフシー）サブアカウント 

アメリカンクライアント 

 
（訂正後） 
【別紙１】各社の概要 
名称 株式会社静岡銀行 

本店所在地 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目１０番地 

代表者の役職・氏名 頭取  中西 勝則 

資本金 90,845 百万円 

発行済株式総数 720,129,069 株 

大株主及び持株比率 

（平成 18 年３月 31 日現

在） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行      29,884 千株（4.14%） 

日本生命保険相互会社         29,745 千株（4.13%） 

明治安田生命保険相互会社       29,117 千株（4.04%） 

第一生命保険相互会社         23,546 千株（3.26%） 

東京海上日動火災保険株式会社     23,216 千株（3.22%） 

日本マスタートラスト信託       21,116 千株（2.93%） 

銀行株式会社（信託口）  

日本トラスティ・サービス       20,129 千株（2.79%） 

信託銀行株式会社（信託口） 

住友生命保険相互会社         12,070 千株（1.67%） 

株式会社みずほコーポレート銀行    11,604 千株（1.61%） 

ノーザントラストカンパニー      10,661 千株（1.48%） 

（エイブイエフシー）サブアカウント 

アメリカンクライアント 

 
 
 

以 上 


