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平成 18 年 6 月 20 日 

 
  各      位       
 

会 社 名  株式会社 西日本シティ銀行 

代 表 者 名  取締役頭取  新 藤 恒 男 

本社所在地  福岡市博多区博多駅前三丁目 1 番 1号 

（ｺｰﾄﾞ番号  8327   東証第一部、大証第一部、福証） 

 
 

第 1回優先株式発行要項の変更に関するお知らせ 

 
 
  株式会社西日本シティ銀行（頭取 新藤恒男）は、平成 18 年 6 月 20 日開催の取締役会において、

平成 18 年 6 月 29 日に開催を予定しております第 96 期定時株主総会に付議する「定款の一部変更の

件」の議案が可決、承認されることを条件に、第 1 回優先株式発行要項を下記の通り変更することを

決議しましたので、お知らせいたします。 

   

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す。 

 

 

２．変更の内容 

   次葉別紙の通りです。 

 

 

３．変更日（予定） 

平成 18 年 6 月 29 日（木） 

 

 

 

 

 
 

この文書は、一般に公表するために作成されたものであり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成された

ものではございません。 
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＜別紙＞ 

（下線部分は変更箇所です。） 

現行要項 変更後 

１．株式の種類   

株式会社西日本シティ銀行第１回優先株式 
（現行どおり） 

２．発行株式数  優先株式 ７０,０００,０００株 （現行どおり） 

３．定款第１８条において払込金相当額とみなす額 

  １株につき１,０００円 

３．定款第２０条において払込金額相当額とみなす額 

  １株につき１,０００円 

４．優先配当金 

  本優先株式１株につき１２円とする。 
（現行どおり） 

５．優先中間配当金 

  優先中間配当金を支払う場合には、本優先株式１株につき

６円とする。 

（現行どおり） 

６．普通株式への転換 

  本優先株主は、本項（１）に定める期間いつでも、転換を

請求することができる。転換の請求により、当行は、当行の

普通株式を１株当り本項（２）に定める金額で新たに発行ま

たはこれに代えて当行の有する当行株式に移転し、優先株主

に交付する。 

６．取得請求 

  本優先株主は、本項（１）に定める期間いつでも、当行に

対し、当該優先株主が有する優先株式と引換えに、普通株式

を交付するよう請求することができる。かかる請求により、

当行は、当行の普通株式を本項（２）に定める取得の条件に

従い優先株主に交付する。 

（１）転換を請求し得べき期間 

   平成１９年１月３１日から平成２４年３月３１日まで

とする。 

（１）取得を請求し得べき期間 

   平成１９年１月３１日から平成２４年３月３１日まで

とする。 

（２）転換の条件 （２）取得と引換えに交付する普通株式の数またはその算定

方法 

（新設） 

イ．本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数 

    本優先株式の取得と引換えに交付する当行の普通株

式数は、以下のとおりとする。 

本優先株主が取得請求のために提出した本優先株式の払込金

額相当額総額 普通株式数＝ 

取得価額 

イ．当初転換価額 

当初転換価額は、平成１９年１月３１日の時価とす

る。ただし、当該時価が３９０円２０銭を下回る場合

は、当初転換価額は３９０円２０銭（以下「下限転換

価額」という）とする。「平成１９年１月３１日の時

価」とは、平成１９年１月３１日に先立つ４５取引日

目に始まる３０取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当行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 

ロ．当初取得価額 

     当初取得価額は、平成１９年１月３１日の時価とす

る。ただし、当該時価が３９０円２０銭を下回る場合

は、当初取得価額は３９０円２０銭（以下「下限取得

価額」という）とする。「平成１９年１月３１日の時

価」とは、平成１９年１月３１日に先立つ４５取引日

目に始まる３０取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当行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 
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現行要項 変更後 

第２位を四捨五入する。 

     なお、上記４５取引日の間に、下記ハ．に定める転

換価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は

ハ．に準じて調整される。 

第２位を四捨五入する。 

     なお、上記４５取引日の間に、下記ニ．に定める取

得価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は

ニ．に準じて調整される。 

ロ．転換価額の修正 

     転換価額は、平成２０年１月３１日以降平成２４年

１月３１日までの毎年１月３１日（以下それぞれ「転

換価額修正日」という）に、当該転換価額修正日現在

の時価に修正される。ただし、当該時価が下限転換価

額を下回る場合は、修正後転換価額は下限転換価額と

する。「転換価額修正日現在の時価」とは、各転換価

額修正日に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日

の株式会社東京証券取引所における当行の普通株式

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。 

     なお、上記４５取引日の間に、下記ハ．に定める転

換価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は

ハ．に準じて調整される。 

ハ．取得価額の修正 

     取得価額は、平成２０年１月３１日以降平成２４年

１月３１日までの毎年１月３１日（以下それぞれ「取

得価額修正日」という）に、当該取得価額修正日現在

の時価に修正される。ただし、当該時価が下限取得価

額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額と

する。「取得価額修正日現在の時価」とは、各取得価

額修正日に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日

の株式会社東京証券取引所における当行の普通株式

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。 

     なお、上記４５取引日の間に、下記ニ．に定める取

得価額の調整事由が生じた場合には、上記の時価は

ニ．に準じて調整される。 

ハ．転換価額の調整 

   （イ）本優先株式発行後、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、転換価額（下限転換価額を含む）を次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という）に

より調整する。ただし、転換価額調整式により計算

される転換価額が１００円を下回る場合には、１０

０円をもって調整後転換価額とする。 

 

  転換価額調整式の計算については、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。 

新規交付する普通株式数

×1株当たり払込金額 

既発行普通

株式数+ 

1 株当たり時価 調整後転換価額＝調整前転換価額× 

既発行普通株式数+新規交付する普通株式

数 

ニ．取得価額の調整 

   （イ）本優先株式発行後、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、取得価額（下限取得価額を含む）を次

に定める算式（以下「取得価額調整式」という）に

より調整する。ただし、取得価額調整式により計算

される取得価額が１００円を下回る場合には、１０

０円をもって調整後取得価額とする。 

 

  取得価額調整式の計算については、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。 

新規交付する普通株式数

×1株当たり払込金額 

既発行普通

株式数+ 

1 株当たり時価 調整後取得価額＝調整前取得価額× 

既発行普通株式数+新規交付する普通株式

数 

① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金

額をもって普通株式を交付する場合 

    調整後の転換価額は、払込期日の翌日または

受渡期日以降、または募集のための株主割当 

① 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金

額をもって普通株式を交付する場合 

    調整後取得価額は、払込日の翌日または受渡

期日以降、または募集のための基準日がある 
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現行要項 変更後 

日がある場合はその日の翌日以降これを適用

する。交付される普通株式に当行の有する当

行の普通株式が含まれる場合には、転換価額

調整式における新規発行の普通株式数に当該

株式数を含むものとする。 

場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

   調整後の転換価額は、株式の分割のための株

主割当日の翌日以降にこれを適用する。ただ

し、配当可能利益から資本に組入れられるこ

とを条件としてその部分をもって株式の分割

により普通株式を発行する旨取締役会で決議

する場合で、当該配当可能利益の資本組入の

決議をする株主総会の終結の日以前の日を株

式の分割のための株主割当日とする場合に

は、調整後の転換価額は、当該配当可能利益

の資本組入の決議をした株主総会の終結の日

の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割または無償割当てにより普通株式を

発行する場合 

   調整後取得価額は、株式の分割または無償割

当てのための基準日の翌日以降にこれを適用

する。ただし、剰余金から資本に組入れられ

ることを条件としてその部分をもって株式の

分割により普通株式を発行する旨取締役会で

決議する場合で、当該剰余金の資本組入の決

議をする株主総会の終結の日以前の日を株式

の分割のための基準日とする場合には、調整

後取得価額は、当該剰余金の資本組入の決議

をした株主総会の終結の日の翌日以降これを

適用する。 

③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額を

もって当行の普通株式が発行または交付される

こととなる転換の請求ができる証券または転換

価額調整式に使用する時価を下回る価額をもっ

て当行の普通株式が発行または交付されること

となる新株予約権を行使できる証券を発行する

場合 

   調整後の転換価額は、その証券の発行日に、

または募集のための株主割当日がある場合は

その日の終わりに、発行されるすべての転換

の請求がなされもしくは新株引受権が行使さ

れ、当行の普通株式が新たに発行されたもの

とみなし、その発行日の翌日以降またはその

割当日の翌日以降にこれを適用する。 

③ 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額を

もって当行の普通株式の交付と引換えに取得さ

れる証券もしくは取得させることができる証券

または取得価額調整式に使用する時価を下回る

価額をもって当行の普通株式が交付されること

となる新株予約権を行使できる証券を発行する

場合 

   調整後取得価額は、その証券の払込日の終わ

りに、または募集のための基準日がある場合

はその日の終わりに、発行されるすべての証

券の取得もしくは取得の請求がなされまたは

新株予約権が行使され、当行の普通株式が新

たに交付されたものとみなし、その払込日の

翌日以降またはその基準日の翌日以降にこれ

を適用する。 

④ 当行の普通株式が発行または移転されることと

なる転換の請求ができる証券または普通株式が

発行または移転されることとなる新株予約権を

行使できる証券であって、転換価額または新株

予約権の行使価額が発行日に決定されておらず

後日一定の日の時価を基準として決定されるも 

④ 当行の普通株式の交付と引換えに取得される証

券もしくは取得させることができる証券または

当行の普通株式が交付されることとなる新株予

約権を行使できる証券であって、取得価額また

は新株予約権の行使価額が発行日に決定されて

おらず後日一定の日の時価を基準として決定さ 



- 5 - 

現行要項 変更後 

のとされている証券を発行した場合において、

決定された行使価額が転換価額調整式に使用す

る時価を下回る場合 

   調整後の転換価額は、当該価額決定日にまた

は募集のための株主割当日がある場合は残存

する証券の全額が転換またはすべての転換の

請求がなされもしくは新株予約権が行使さ

れ、当行の普通株式が新たに発行されたもの

とみなし、当該価額決定日の翌日以降または

割当日の翌日以降、これを適用する。 

れるものとされている証券を発行した場合にお

いて、決定された取得価額または新株予約権の

行使価額が取得価額調整式に使用する時価を下

回る場合 

   調整後取得価額は、当該価額決定日の終わり

に、または募集のための基準日がある場合は

その日の終わりに、残存するすべての証券の

取得もしくは取得の請求がなされまたは新株

予約権が行使され、当行の普通株式が新たに

交付されたものとみなし、当該価額決定日の

翌日以降またはその基準日の翌日以降に、こ

れを適用する。 

（ロ）上記ハ．（イ）に掲げる場合のほか、合併、会社

の分割、資本の減少または普通株式の併合により転

換価額（下限転換価額を含む）の調整を必要とする

場合には、当行取締役会が合理的に適当と判断する

転換価額に変更される。 

（ロ）上記ニ．（イ）に掲げる場合のほか、合併、会社

の分割、資本金の額の減少または普通株式の併合に

より取得価額（下限取得価額を含む）の調整を必要

とする場合には、当行取締役会が合理的に適当と判

断する取得価額に変更される。 

（ハ）転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調

整後転換価額を適用する日（ただし、上記ハ．（イ）

②ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ４５

取引日目に始まる３０取引日の株式会社東京証券

取引所における当行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（終値がない日

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。なお、

上記４５取引日の間に、上記ハ．（イ）または（ロ）

に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、調

整後転換価額は上記ハ．（イ）または（ロ）に準じ

て調整される。 

（ハ）取得価額調整式に使用する１株当たり時価は、調

整後取得価額を適用する日（ただし、上記ニ．（イ）

②ただし書きの場合には基準日）に先立つ４５取引

日目に始まる３０取引日の株式会社東京証券取引

所における当行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（終値がない日数を

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。なお、上記

４５取引日の間に、上記ニ．（イ）または（ロ）に

定める取得価額の調整事由が生じた場合には、調整

後取得価額は上記ニ．（イ）または（ロ）に準じて

調整される。 

（ニ）転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調

整後転換価額を適用する前日において有効な転換

価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行

普通株式数は、株主割当日がある場合はその株主割

当日の、また、株主割当日がない場合は調整後転換

価額を適用する日の１ヶ月前の日における当行の

発行済普通株式数（自己株式を除く）とする。 

（ニ）取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調

整後取得価額を適用する前日において有効な取得

価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行

普通株式数は、基準日がある場合はその基準日の、

また、基準日がない場合は調整後取得価額を適用す

る日の１ヶ月前の日における当行の発行済普通株

式数（自己株式を除く）とする。 

（ホ）転換価額調整式に使用する１株当たりの払込金額

とは、（Ａ）上記ハ．（イ）①の時価を下回る払込金

額をもって普通株式数を発行する場合には、当該払 

（ホ）取得価額調整式に使用する１株当たりの払込金額

とは、（Ａ）上記ニ．（イ）①の時価を下回る払込金

額をもって普通株式を交付する場合には、当該払込 
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現行要項 変更後 

込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正

な評価額）、（Ｂ）上記ハ．（イ）②の株式分割によ

り普通株式を発行する場合は０円、（Ｃ）上記ハ．

（イ）③の時価を下回る価額をもって普通株式を交

付することとなる転換の請求ができる証券または

上記ハ．（イ）③の時価を下回る価額をもって普通

株式を交付することとなる新株予約権を行使でき

る証券を発行する場合には、当該転換価額または新

株予約権の行使価額、（Ｄ）上記ハ．（イ）④の決定

された行使価額が転換価額調整式の時価を下回る

場合には、当該転換価額または新株予約権の行使価

額をそれぞれいうものとする。なお、新株予約権が

有償で発行された場合は、当該新株予約権がすべて

行使され、当行の普通株式が新たに発行されたもの

とみなし、１株当たりの新株予約権の対価（円位未

満小数第２位を四捨五入）を前述（Ｃ）及び（Ｄ）

の行使価額に加算するものとする。 

金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な

評価額）、（Ｂ）上記ニ．（イ）②の株式分割または

無償割当てにより普通株式を発行する場合は０円、

（Ｃ）上記ニ．（イ）③の時価を下回る価額をもっ

て当行の普通株式の交付と引換えに取得される証

券もしくは取得させることができる証券または上

記ニ．（イ）③の時価を下回る価額をもって普通株

式を交付することとなる新株予約権を行使できる

証券を発行する場合には、当該取得価額または新株

予約権の行使価額、（Ｄ）上記ニ．（イ）④の決定さ

れた取得価額または新株予約権の行使価額が取得

価額調整式の時価を下回る場合には、当該取得価額

または新株予約権の行使価額をそれぞれいうもの

とする。なお、新株予約権が有償で発行された場合

は、当該新株予約権がすべて行使され、当行の普通

株式が新たに発行されたものとみなし、１株当たり

の新株予約権の対価（円位未満小数第２位を四捨五

入）を前述（Ｃ）及び（Ｄ）の行使価額に加算する

ものとする。 

ニ．転換により発行すべき普通株式数 

     本優先株式の転換により交付すべき当行の普通株

式数は、以下のとおりとする。 

     転換により交付すべき普通株式数の算出にあたっ

て１株に満たない端数が生じたときは、これを切り

捨てる。 

本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の払込金

額相当額総額 普通株式数＝ 

転換価額 

（削除） 

ホ．転換により発行する株式の内容 

  株式会社西日本シティ銀行普通株式 

ホ．取得請求により交付する株式の内容 

  株式会社西日本シティ銀行普通株式 

へ．転換請求受付場所 

     日本証券代行株式会社福岡支店 

   福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番２号 

へ．取得請求受付場所 

     日本証券代行株式会社福岡支店 

   福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番２号 

ト．転換の効力発生 

     転換の効力は、転換請求に要する書類及び本優先株

式の株券が上記へ．に記載する転換請求受付場所に

到達したときに発生する。 

  ただし、本優先株式の株券が発行されていないとき

は、株券の提出は要しない。 

ト．取得請求の効力発生 

     取得請求に要する書類及び本優先株式の株券が上

記へ．に記載する取得請求受付場所に到達したとき

に、当行は当該優先株式を取得し、当該取得請求を

した株主は、当行がその取得と引換えに交付すべき

普通株式の株主となる。 
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   ただし、本優先株式の株券が発行されていないとき

は、株券の提出は要しない。 

チ．当行は、転換の効力発生後すみやかに株券を発行す

る。ただし、単元未満株式については株券を発行し

ない。 

チ．当行は、取得請求の効力発生後すみやかに株券を発

行する。ただし、単元未満株式については株券を発

行しない。 

リ．当行が１単元の株式の数の定めを廃止する場合等、

本要項の規定中読み替えその他の措置が必要とな

るときには、取締役会は合理的に適当と判断する必

要な措置を講じる。 

リ．当行が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項

の規定中読み替えその他の措置が必要となるとき

には、取締役会は合理的に適当と判断する必要な措

置を講じる。 

 

以  上 

 

＜ 本件に関するお問合せ先 ＞ 
総合企画部経営企画グループ 本田 （ TEL：092－461－1867 ） 


