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本日、当社グループ大和証券エスエムビーシー株式会社は添付の通りリリースさせていた

だきました。 
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沖電気工業株式会社第 32 回転換社債型新株予約権付社債 

を対象としたデリバティブ契約に関するお知らせ 

～ SPS プログラムの活用によるファイナンスソリューション ～ 

 

大和証券エスエムビーシー株式会社（以下「大和証券SMBC」という。）は、Daiwa Securities 

SMBC Europe Limited（大和証券エスエムビーシー株式会社の100％子会社、以下「DSEL」

という。）から、本日、デリバティブ契約の締結により、沖電気工業株式会社第32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「CB」という。）を買い付ける権利（以下「CBコールオプション」という。）を取得し

ましたので、お知らせいたします。 

なお、本件取引はSPSプログラム（Structured Principal Solution Program*）を活用した顧客

へのオーダーメイド・ファイナンス・ソリューション提供の一環として行うものです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

本スキームによる取引として、DSEL は、平成 18 年 5 月 31 日付で沖電気工業株式会社と

CB の買取契約を締結しております。また DSEL は本日、CB 額面 120 億円を、平成 18 年 6

月 7 日（発行後）を受渡日として、株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」という。）

の信託勘定（信託受託者）に売却いたしました（委託者は有限責任中間法人オルケスタ、

東京都港区新橋一丁目８番３号、以下「SPC」という。）。 

 

加えて、DSELは本日、三井住友銀行（信託勘定）より額面120億円のCBコールオプショ

ンを取得し、併せて大和証券SMBCはDSELから額面120億円のCBコールオプションを取得

いたしました。 
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一連の取引により、関係各社が保有するCB、CBコールオプション等及びその潜在株式数

は以下の通りとなります。また当社は、本件以外の商品在庫等の状況により、法令諸規則

に基づき、大量保有報告書を提出する予定です。 

(1) 本日、DSELはCB額面120億円を三井住友銀行（信託勘定）に売却いたしました。加え

て、三井住友銀行（信託勘定）から額面120億円のCBコールオプションを買付け、大

和証券SMBCに対し、同様のCBコールオプションを売付けました。この時点で、平成

18年5月31日付のCB買取契約と併せて、DSELは実質的にはCB、及びCBコールオプシ

ョンの売り買いが相殺される状況となっております。 

この結果、DSELは額面120億円のCBコールオプション買付けに係る潜在株式

31,914,893株（注1）を、大和証券SMBCは額面120億円のCBコールオプション買付けに係

る潜在株式31,914,893株（注1）を保有することとなります。なお、CBコールオプション

の売付けに係る潜在株式については、大量保有報告書上は相殺されない点にご留意く

ださい。 

(2) 三井住友銀行（信託勘定）は、本日、額面120 億円のCBをDSELから買付けた一方、

額面120 億円のCBコールオプションをDSELに対して売付けており、実質的に売り買

いが相殺される状況となっております。 

 

本日（平成 18 年 6 月 2 日）時点では、大和証券 SMBC が取得した CB コールオプション

に係る潜在株式 31,914,893 株と、DSEL が取得した CB コールオプションに係る潜在株式

31,914,893 株が大量保有報告書における株券等保有割合の計算上ダブルカウントされ、結果

として、大和証券 SMBC（共同保有者を含む）は、63,829,786 株（平成 18 年 3 月 31 日現在

の発行済株式数 612,371,797 株に対する株券等保有割合は 9.44%（注 2））の潜在株式を保有す

ることとなります。 

 

また、本件 CB コールオプションを全額権利行使して取得した CB を当初転換価額 376 円

で転換した場合、沖電気工業株式会社普通株式の 31,914,893 株（議決権数 31,914、総議決

件数の 4.95％（注 3））を取得することになります。また、同じく下限転換価額 291 円で転換

した場合、同普通株式の 41,237,113 株（議決権数 41,237、総議決権数の 6.31％（注 4））を取

得することになります。 

 
（注 1）当初転換価額 376 円で計算、平成 18 年 3 月 31 日現在の発行済株式数 612,371,797 株

に対する株券等保有割合は 4.95%（31,914,893 株÷(31,914,893 株+612,371,797 株) ） 
（注 2）63,829,786 株÷(63,829,786 株+612,371,797 株) = 9.44% 
（注 3）31,914 株÷(612,371 株+31,914 株) = 4.95% 

（当該 CB の転換により増加する議決権数は、全額を当初転換価額 376 円で転換し

たと仮定して計算。） 
（注 4）41,237 株÷(612,371 株+41,237 株) =6.31% 

（当該 CB の転換により増加する議決権数は、全額を下限転換価額 291 円で転換し

たと仮定して計算。） 
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SPS プログラム（Structured Principal Solution Program）について 

 

本件 CB コールオプションは、SPS プログラム（Structured Principal Solution Program）の

活用によるソリューション提供の一環として取引されたものです。 

 

 SPS プログラムとは、当社グループの自己資金・自己資本を活用し、企業の様々なファイ

ナンスニーズ等に対し、機動的かつ柔軟に対応するためのストラクチャーの総称です。一

般的には、当社グループは CB 等の転換型証券を第三者割当の方法により取得し、CB 等の

まま一般投資家に転売することなく、市場環境や投資家動向等を勘案しながら時間を分散

させて普通株式への転換等を行い、最終的には国内外の機関投資家への売却、及び市場売

却を行うストラクチャーとなっております。SPS プログラムの活用により発行会社には以下

の様なメリットがあると考えられます。 

Ø 当社グループへの第三者割当の方法をとるため、多様なニーズに応じ、機動的かつ

柔軟にオーダーメイドの商品設計が可能となります。 

Ø 一度に希薄化が顕在化せず、分散して転換・売却が行われるため、発行時点でのマ

ーケットインパクトは抑制される場合が多いと考えられます。 

 

今回、DSELが割当を受けたCBは、一般的なMSCBとは異なる性質を有するものであり、

下記のように希薄化を抑制できる特徴を有しております。 

Ø 発行後約 6 ヶ月間は、転換価額が平成 18 年 5 月 23 日終値（以下「基準株価」とい

う。）の 120%に設定されており、基準株価を下回る水準での転換は抑制されます。 

Ø 発行日の約 6 ヶ月目以降、約 3 ヶ月毎に転換価額が修正されますが、転換価額下限

は基準株価の 93%に設定されており、同水準を上回る水準でのみ転換が生じます。 

 

以 上 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

大和証券 SMBC 株式会社 

経営企画部広報課（永田、神田）  

ＴＥＬ：０３－５５３３－７０４６ 


