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「第三者割当による新株式（普通株式・優先株式）の発行」及び「株式併合及

び単元株式数の変更」ならびに「定款の一部変更」に関するお知らせ 
 
 平成 18 年８月４日付「『日本橋梁株式会社 事業再生計画』の策定について」にてお知

らせのとおり、当社は、フェニックス・キャピタル株式会社様と増資引受につき協議して

参りましたが、本日、同社との間で「株式引受契約」（以下「本契約」といいます。）を締

結し、同日開催の取締役会にて本契約に基づく第三者割当による普通株式及び優先株式の

発行を決議致しました。また、同取締役会において、上記の「第三者割当による新株式（普

通株式・優先株式）の発行」に加え、「株式併合及び単元株式数の変更」及び「定款の一部

変更」を平成 18年 11 月 22 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議致しましたの

で、お知らせ致します。 

 
記 

 
I． 株式引受契約の締結 
 
1． 締結に至る経緯 

当社は、長い業歴に裏付けられた技術・ノウハウにより日本の橋梁業界において確

固たる役割と業界発展への貢献を担って参りましたが、過去数年来の公共工事予算削

減により、厳しい経営環境に置かれております。この環境下、株主の皆様、お取引金

融機関の皆様、お取引先の皆様のご理解とご支援を賜わりつつ、早期に収益及び財務

体質の強化を図るべく、優先株式による資本増強、資産リストラ、経費リストラ、生

産性の効率化等の諸施策を実施して参りましたが、公共工事予算削減の影響に加え、

当社は、いわゆる橋梁談合事件において公正取引委員会より勧告を受け、平成 17 年

10 月に勧告応諾書を提出する事態に至りました。この事件に関しましては、橋梁メー

カーの大半が勧告応諾書を提出し、指名停止措置並びに課徴金支払命令等の措置を受

け、当該指名停止措置期間は一部を除き概ね終了しましたが、指名停止解除後から業

界内の受注競争が一気に激化し、落札率はかつてない水準に落ち込んでおり、急激な
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業績回復は見込めない状況となっております。 

財務面に関しましても、有利子負債が前期末において年商を上回る状況にあること

に加え、当社の主力工場である播磨工場をはじめとする有形固定資産・無形固定資産

につき今期における減損処理が必要との判断に至り、この結果、平成 19 年３月期に

ついては大幅な赤字計上が見込まれ、このままでは債務超過に陥らざるを得ない見通

しにあります。 

このため、今後の事業継続に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改

善を図るため、今般、「私的整理に関するガイドライン」（以下、「私的整理ガイドラ

イン」という。）に基づく「事業再生計画」を策定し、平成 18 年８月４日、お取引金

融機関様に対して債務免除を柱とする金融支援をお願い申し上げ、主力取引銀行の株

式会社三菱東京ＵＦＪ銀行様には「事業再生計画」につき大筋でご了承頂いておりま

す。 

また、事業再生計画においては、お取引金融機関様に対する金融支援要請と併せ、

毀損した自己資本を回復させるために、スポンサーからの増資による財務体質の強化

を内容としております。平成 18 年８月４日付け開示資料「『日本橋梁事業再生計画』

の策定について」においてご案内のとおり、スポンサー候補としてフェニックス・キ

ャピタル株式会社様と協議を進めて参りましたが、本日、同社と最終合意に至り、同

社を当社事業再生におけるスポンサーとして決定致しました。 

 

2． 株式引受契約の概要 
(1) 普通株式、第二回優先株式の発行による増資の実施 

当社は、フェニックス・キャピタル株式会社様が業務執行組合員である民法上の組

合「ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ」に対し、下記Ⅱに記載のとおり、第三者割

当増資として総額 440 百万円の普通株式の発行及び総額 3,940 百万円の優先株式の発

行を行い、毀損した自己資本の回復と事業再生計画に定められた一連の諸施策の実施

に伴う資金の確保を行います。なお、優先株式の発行総額 3,940 百万円のうち 2,880

百万円につきましては、デット・エクイティ・スワップ（DES）によるものとし、主

力取引銀行である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行様を中心に、DES 相当額の当社への貸

付債権をフェニックス・キャピタル株式会社様が業務執行組合であるジャパン・リカ

バリー・ファンドⅢに譲渡し、同ファンドが当該貸付債権を当社に現物出資致します。

従いまして、優先株式のうち金銭による払込は総額 1,060 百万円となり、普通株式の

発行総額 440 百万円と併せ、合計 1,500 百万円が当社に金銭として払い込まれます。

前述の金融支援と本普通株式及び本優先株式の発行により、当社の財務基盤は強化さ

れ、平成 19 年３月期末において債務超過を解消する見込みであります。 

また、上記の増資を実行した後の平成 19 年６月に開催される当社定時株主総会に

おいて、欠損のてん補を目的とする資本金又は資本準備金の減少に関する議案（減少

する額については未定です。）を提出することを予定しております。 

 

(2) 経営執行体制 
今回の普通株式の増資により、フェニックス・キャピタル株式会社様が業務執行組

合員であるジャパン・リカバリー・ファンドⅢが当社の筆頭株主となる予定です。同
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ファンドの業務執行組合員であるフェニックス・キャピタル株式会社様は、日本有数

の事業再生ファンドであり、同社のノウハウを活用し、事業再生計画の達成を確実な

ものにする所存です。また、取締役の派遣についても同社に要請し、事業運営面での

サポートを受ける予定です（なお、同ファンドの業務執行組合員であるフェニック

ス・キャピタル株式会社様より新任の社外取締役として１名を選出し、平成 18 年 11

月 22 日開催予定の臨時株主総会に付議致しております。当該事項に関しましては、

別途、本日付「役員の異動に関するお知らせ」にて開示しております）。 

 

II． 第三者割当による新株式の発行 
1． 新株式の発行要領 
(1) 普通株式 
① 募集株式の種類及び数 普通株式 11,000,000 株 

② 募集株式の払込金額 １株につき 40円 

③ 払込金額の総額 440,000,000 円 

④ 増加する資本金及び準備金 

増加する資本金 220,000,000 円 

増加する資本準備金 220,000,000 円 

⑤ 募集の方法 

第三者割当の方法によるものとし、次のとおり割り当てる。 

ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ 11,000,000 株 

（業務執行組合員 フェニックス・キャピタル株式会社） 

⑥ 申込期日 2006 年 12 月 26 日 

⑦ 払込期日 2006 年 12 月 27 日 

上記各号については、証券取引法による届出の効力発生等を条件とします。 

 

(2) 第二回優先株式（発行要領の詳細は別紙１にて記載） 
① 募集株式の種類 

日本橋梁株式会社第二回優先株式（以下「第二回優先株式」という。） 

② 募集株式の数 12,312,500 株 

③ 払込金額 1 株につき 320 円 

④ 払込金額の総額 3,940,000,000 円 

⑤ 出資の目的とする財産の内容及び価額 

金銭 1,060,000,000 円 

当社に対する金銭債権 2,880,000,000 円 

⑥ 増加する資本金及び資本準備金の額 

増加する資本金の額 1,970,000,000 円 

増加する資本準備金の額 1,970,000,000 円 

⑦ 申込期日 2006 年 12 月 26 日 

⑧ 払込み及び給付の期日 2006 年 12 月 27 日 

⑨ 募集方法 

第三者割当の方法によるものとし、次のとおり割り当てる。 
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ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ 12,312,500 株 

（業務執行組合員 フェニックス・キャピタル株式会社） 

⑩ 優先配当金 

第二回優先株主に対しては、普通株主に先立ち、第二回優先株式発行要領（以下、

本(2)において「発行要領」という）に定める算定方法により事業年度ごとに定め

られた第二回優先配当金配当年率に基づき、第二回優先株式の払込金額(320 円)

に対して 32 円を限度として配当金（以下「第二回優先配当金」という）を支払う。 

ある事業年度において第二回優先株主に支払われた配当金の合計額が第二回優先

配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に限り累積する。また、

第二回優先株主に対しては、第二回優先配当金を超えて配当しない。 

⑪ 残余財産分配 

第二回優先株主に対しては、普通株主に先立ち、第二回優先株式 1 株につき 320

円を優先して分配するものとし、これを超える部分については、普通株主に全額

分配される。 

⑫ 株主総会における議決権 

第二回優先株主は、株主総会において議決権を有さない。 

⑬ 単元株式制度 

第二回優先株式の 1単元の株式数は、50 株とする。 

⑭ 譲渡制限 

第二回優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。 

⑮ 普通株式を対価とする取得請求権 

第二回優先株主は、当社に対し、発行要領に定める取得請求期間中、発行要領に

定める取得の条件で、その有する第二回優先株式の全部または一部につき、普通

株式の交付を対価とする取得を請求することができる。 

⑯ 普通株式を対価とする一斉取得条項 

当社は、発行要領に定める取得請求期間中に取得請求のなかった第二回優先株式

の全部または一部を、取得請求期間末日の翌日以降の日で取締役会の決議で定め

る日（以下「一斉取得日」という）が到来することをもって、普通株式の交付を

対価として取得することができる。 

⑰ 現金を対価とする取得請求権 

第二回優先株主は、前号の一斉取得日の翌日から 2012 年 6 月 30 日までの間、そ

の保有する第二回優先株式の全部または一部について、当社に対してその取得を

請求することができる。当社は、第二回優先株主が取得の請求をした第二回優先

株式を取得するのと引換えに、第二回優先株式１株につき発行要領に定める額の

金銭を当該第二回優先株主に対して交付する。 

 

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 30,559,400 株 

 （普通株式 25,559,400 株） 

 （第一回優先株式  5,000,000 株） 
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株式併合後の発行済株式総数 11,389,850 株 

（株式併合の効力発生予定日 平成 18年 12 月 26 日） 

  （普通株式    6,389,850 株） 

  （第一回優先株式    5,000,000 株） 

増資による増加株式数  23,312,500 株 

  （普通株式  11,000,000 株） 

  （第二回優先株式  12,312,500 株） 

増資後発行済株式総数 34,702,350 株 

 （普通株式 17,389,850 株） 

 （第一回優先株式  5,000,000 株） 

 （第二回種類株式 12,312,500 株） 

 

3． 増資の理由及び資金使途等 
(1) 増資の理由 

当社を取り巻く経営環境は、公共工事予算削減の影響による国内橋梁発注量が逓減

傾向にあることに加え、いわゆる橋梁談合事件による指名停止及び課徴金支払命令等

の措置を受けたこと、またその影響による、業界内における未曾有の低落札率による

受注競争が激化していること等により、一層厳しさを増しており、当社の業績の見通

しは非常に厳しい状況となっております。また、かかる経営環境の悪化に伴い、平成

18 年９月中間期には、当社の主力工場である播磨工場を含む鋼構造物事業用資産及び

投資不動産を対象とした減損会計の適用を予定していることから、平成 19 年３月期

については大幅な赤字計上が見込まれ、このままでは債務超過に陥らざるを得ない見

通しです。 

このため当社は、早期に今後の事業継続に向けた強固な収益体質の確立と財務体質

の抜本的な改善を図るため、平成 18 年８月４日付「『日本橋梁株式会社 事業再生計

画』の策定について」にてお知らせのとおり、私的整理ガイドラインに基づく「事業

再生計画」を策定し、人員削減も含めた徹底的な経営合理化に取り組むなど、今後最

大限の自助努力を行う所存です。また、当該私的整理ガイドラインに基づく私的整理

手続きに基づき、お取引金融機関様に対して債務免除を柱とする金融支援をお願いし

ている状況でありますが、当社と致しましては、更なる資本増強による財務体質の強

化と当該事業再生計画を円滑かつ着実に遂行させるためにも、スポンサーであるフェ

ニックス・キャピタル株式会社様が業務執行組合員であるジャパン・リカバリー・フ

ァンドⅢへの第三者割当増資による資本を受け入れることが必須であると考えてお

ります。 

 

(2) 株主以外の者に対して特に有利な価額をもって新株式を発行する理由 
上記のとおり、当社を取り巻く経営環境が非常に厳しい状況にある中、当社は、事

業再生計画の着実な遂行と財務体質の抜本的な改善を求められております。当社は、

平成 18 年９月中間期における固定資産の減損処理等で多額の特別損失を計上する見

通しであり、それによる平成 19 年３月期の大幅な債務超過を回避する為の相応な資

本増強が必要であり、第三者割当増資の引受先を早期に確保することが当社の事業再



 

 
 
 
 

- 6 - 

ご注意：本プレスリリースは、弊社が第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するためのものであり、

投資勧誘その他の目的のために作成されたものではありません。 

生の達成のために必要不可欠であること、本増資が当該事業再生計画のスポンサーが

業務執行組合員であるファンドに対する第三者割当によるものであること等を総合

的に勘案し、払込金額を決定致しました。 

 

(3) 増資調達資金の使途 
運転資金、人員削減に伴う退職金等の事業構造改革に係る諸費用に充当する事を予

定しております。 

 

4． 第三者割当による新株式発行の条件等 
第三者割当による新株式発行（普通株式及び第二回優先株式）は、平成 18年 11 月

22 日開催予定の臨時株主総会及び種類株主（第一回優先株主）総会の承認が条件とな

ります。 

また、本契約に基づく出資の履行については、平成 18年 10 月５日に予定されてお

ります私的整理ガイドラインの成立及び当社の上場維持(注)等が前提となります。 

（注）私的整理ガイドラインが成立し債務免除の同意が得られた際には、株式会社東

京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の株券上場廃止基準第３条の２第１

項に基づき、再建計画の審査に係る申請を行う予定であり、各取引所により再建

計画が適当と認められ、かつ、再建計画を開示した日の翌日から１ヵ月間の平均

上場時価総額及び１ヵ月間の最終日の上場時価総額のいずれも 10 億円以上であ

った場合に上場が維持されます（大阪証券取引所については５億円）。 

 

5． 第一回優先株主による価額調整条項の放棄 
平成 16 年１月 20 日に発行致しました第一回優先株式に関しましては、発行要領

（14)⑥Bにより、時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式を新たに発

行する場合には、転換価額の調整を行うこととなっておりますが、本普通株式及び第

二回優先株式の発行に関しては当該調整を行わないことにつき第一回優先株主の同

意を得るものとします。 

 

6． 株主への利益配分等 
当社は、従来より株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており

ます。事業再生計画の着実な遂行により、収益の向上、財務体質の改善を図り、優先

配当を実施するとともに、普通配当可能利益を確保していくことが必要であると認識

しており、早期復配を目指して努力する所存です。 

 

7． 業績に与える見通し 
本「日本橋梁株式会社 事業再生計画」に係る業績予想の修正に関しましては、平

成 18 年８月４日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて開示しております。別

途、平成 19 年３月期の業績に与える影響が判明致しましたら、詳細が確定次第速や

かにお知らせ致します。 
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8． 潜在株式による希薄化について 
第二回優先株式の発行により、当社における潜在株式数ならびに当潜在株式と発行

済普通株式総数との合計は以下のとおりとなります。潜在株式を含めますと、今般の

株式併合及び本普通株式発行後の普通株式の発行済株式数 17,389,850 株から大幅に

増加することにより希薄化が想定されます。株主の皆様には、多大なご負担とご迷惑

をおかけすることをお詫び申し上げますと共に、当社の置かれた状況を鑑み、引き続

きのご理解とご支援を賜わりますようお願い申し上げます。 

 

第一回優先株式の潜在普通株式数 

 （潜在株式数最小ケース 1,526,251 株） 

 （潜在株式数最大ケース 4,361,098 株）（注） 
 

取得請求期間は平成 20 年 4月 1日から平成 25 年 3月 31 日迄となります。なお、上記の潜在普通株

式数は、取得価額の調整がされていない場合のものです。取得価額の調整がされた場合には、上記

の潜在普通株式数も変動いたします。 

 

第二回優先株式の潜在普通株式数（平成 18年 12 月 28 日以降） 

 （潜在株式数最小ケース 98,500,000 株） 

 （潜在株式数最大ケース 197,000,000 株）（注） 
 

上記の潜在普通株式数は、取得価額の調整がされていない場合のものです。取得価額の調整がされ

た場合には、上記の潜在普通株式数も変動いたします。 

 

増資後発行済株式総数（含む潜在株式） 

 （潜在株式数最小ケース 117,416,101 株） 

 （潜在株式数最大ケース 218,750,948 株）（注） 
 

（注）第一回優先株式及び第二回優先株式の取得請求権の行使による普通株式の発行数に

ついては、各発行要領に定める剰余授権株式数による制限を受けますので、行使時

点における普通株式にかかる発行可能種類株式総数を超過することはありません。 

 

9． 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 （千円） 

年月日 増資額 
増資後 

資本金 

増資後 

資本準備金 

平成 16年１月 16日（注１） － 328,765 82,191

平成 16年１月 21日（注２） 1,000,000 828,765 582,191

（注１）平成 15 年 12 月 12 日開催の臨時株主総会決議に基づく資本の減少及び資本準備金の減少によ

るものであります。 

（注２）第一回優先株式の第三者割当（発行価額 200 円、資本組入額 100 円）によるものであります。 

 

(2) 過去 3決算期間及び直前の株価等の推移 （円） 

 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

高 値 123 191 207 189 

安 値 35 89 120 103 

（注）平成 19 年３月期については、平成 18 年 9月 26 日現在で表示しております。 
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10． 割当先の概要 
割当先の名称 ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ 

割当株数 
普通株式 11,000,000 株 

第二回優先株式 12,312,500 株 

払込金額 
普通株式 440,000,000 円 

第二回優先株式 3,940,000,000 円 

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目２番１号 

代表者の氏名 

業務執行組合員  

フェニックス・キャピタル株式会社 

代表取締役 渡邊 彰 

割当予定

先の内容 

事業の内容 投資業 

当社による
割当予定先
への出資額

－ 

出資関係 割当予定先
が保有して
いる当社の
株式の数 

－ 

取引関係 該当事項はありません。 

当社との

関 係 

人的関係 該当事項はありません。 

当該株券の保有に関する事項 

割当新株式（第二回優先株式の当社普通株式を取

得対価とする取得請求権の行使により交付される

当社普通株式を含む。）の全部または一部を発行日

から２年以内に譲渡した場合は、直ちに当該内容

を報告し、かつ開示する旨の確約を依頼する予定

です。 
（注１）当社との関係は、平成 18 年９月 27 日現在におけるものであります。 

（注２）ジャパン・リカバリー・ファンドⅢは、フェニックス・キャピタル株式会社が業務執行組合員

である民法上の組合であります。 

 

11． 増資後の大株主構成等 
順位 株主名 所有株式数（株） 所有割合（%） 

1 ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ 11,000,000 63.26

2 双日株式会社 730,000 4.20

3 日本生命保険相互会社 390,500 2.25

4 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 296,500 1.71

5 日本証券金融株式会社 261,500 1.50

（注）平成 18 年３月 31 日現在の各株主の所有株式数を元に、今回の第三者割当により発行する普通株

式数を加えて所有株式数等を計算しました。また、所有株式数については、平成 18 年 11 月 22

日開催予定の臨時株主総会において株式併合が承認可決されることを前提としております。 
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12． 新株式等の継続所有の取り決めに関する事項 
当社は、普通株式及び第二回優先株式（第二回優先株式の当社普通株式を取得対価と

する取得請求権の行使により交付される当社普通株式を含む。）について、割当先に対

し割当新株式を発行日から２年間において譲渡する場合には当社に報告する旨の確約

を得る予定です。 

 

III． 株式併合及び単元株式数の変更 
1． 株式併合について 
(1) 併合の目的 

上記Ⅱの第三者割当による新株式発行を行うため、当社の発行済株式総数の適正化

を目的として、普通株式の併合を行うものです。 

 

(2) 株式併合の内容 
普通株式の発行済株式総数 25,559,400 株について、４株を１株に併合することに

より、株式併合後の普通株式の発行済株式総数を 6,389,850 株と致します。なお、第

一回優先株式については株式併合を行いません。 

 

(3) 株式併合の日程（予定） 

 

(4) １株未満の端数が生じる場合の処理 
会社法 235 条の規定に従い、その端数の合計数に相当する数の株式を競売し、かつ、

その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付するものとします。 

 

(5) 株式併合の条件 
株式併合については、平成 18 年 11 月 22 日開催予定の臨時株主総会において承認

が得られることを条件とします。 

 

2． 単元株式数の変更について 
(1) 変更の理由 

株式併合に伴い、現在の株主様の１単元の株式に株式併合による単元未満株式の発

生等の不利益が生じないように、株式併合の効力発生と同時に、１単元の株式数を変

平成 18 年 9 月 27 日（水） 取締役会決議日 

平成 18 年 11 月 22 日（水） 臨時株主総会決議日 

平成 18 年 11 月 24 日（金） 株式併合に関する法定公告（株券提出公告） 

平成 18 年 11 月 27 日（月） 株券提出開始日 

平成 18 年 12 月 20 日（水） 株式売買停止開始日 

平成 18 年 12 月 25 日（月） 株式売買停止最終日 

平成 18 年 12 月 26 日（火） 効力発生日 

平成 18 年 12 月 26 日（火） 株券提出締切日 

平成 18 年 12 月 26 日（火） 株式売買再開日 
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更致します。 

 

(2) 変更の内容 
当社普通株式の１単元の株式数を 1,000 株から 50株に変更致します。（なお、平成

18 年 12 月 26 日をもって、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所にお

ける当社株式の売買単位も 1,000 株から 50株に変更されます。） 

 

(3) 変更予定日 
平成 18 年 12 月 26 日 

 

(4) 変更の条件 
単元株式数の変更については、平成 18 年 11 月 22 日開催予定の臨時株主総会にお

いて承認が得られることを条件とします。 

 

IV． 定款の一部変更 
1． 変更の目的 
定款変更の目的については、以下のとおりです。 

 

（変更案 1） 

(1) 第二回優先株式に関する規定を創設するとともに、同優先株式にかかる発行可能種
類株式総数及び単元株式数を定める。 

(2) 従前発行していた優先株式の名称を第一回優先株式に変更するとともに、その内容
（定款記載事項のみならず、発行に際する取締役会の決議で定められた発行要領

（以下「第一回優先株式発行要領」といいます。）の記載事項も含んでおります。）

を変更する。 

(3) 第一回優先株式と第二回優先株式との間における優先順位に関する規定を創設す
る。 

(4) 取締役の任期を１年に短縮する。 
(5) 取締役の責任免除に関する規定を創設する。 

 

（変更案 2） 

 普通株式及び第一回優先株式の単元株式数を変更するとともに、第一回優先株式発行

要領に定められた第一回優先株式の当初取得価額を併合比率に応じて変更する。 

 本変更案２にかかる定款変更（第一回優先株式発行要領の変更を含みます。）の効力

の発生は、Ⅲ記載の普通株式の株式併合の効力が生じることを条件と致します。 

 

（変更案 3） 

 当社が第二回優先株式を発行することとなった場合には、会社法の規定に基づき、第

二回優先株式の取得請求権の行使により対価として交付すべき普通株式の数等につき

授権枠を確保しておく必要があることから、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総

数をそれぞれ増加させるため、変更案 1を前提として、更に変更する。 
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 本変更案３にかかる定款変更の効力の発生は、Ⅱ記載の普通株式及び第二回優先株式

の発行の効力が生じることを条件と致します。 

 

2． 定款変更の内容 
変更の内容は、別紙２のとおりです。 

 

3． 定款変更の日程 

 

 
以上 

平成 18 年 9 月 27 日（水） 取締役会決議日 

平成 18 年 11 月 22 日（水） 臨時株主総会決議日 
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別紙 1 
第二回優先株式発行要領 

 

1. 募集株式の種類 

日本橋梁株式会社第二回優先株式（以下「第二回優先株式」という。） 

2. 募集株式の数 

12,312,500 株 

3. 払込金額 
1 株につき 320 円 

4. 払込金額の総額 
3,940,000,000 円 

5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 
金銭    1,060,000,000 円 

当社に対する金銭債権  2,880,000,000 円 

6. 増加する資本金及び資本準備金の額 
増加する資本金の額  1,970,000,000 円 

増加する資本準備金の額   1,970,000,000 円 

7. 申込期日 
2006 年 12 月 26 日 

8. 払込み及び給付の期日 
2006 年 12 月 27 日 

9. 募集方法 
第三者割当の方法により、全株式をジャパン・リカバリー・ファンドⅢ（業務執行組合

員 フェニックス・キャピタル株式会社）に割り当てる。 

10. 配当金 
（1） 優先配当金の額 

当社は、剰余金の配当（配当財産の種類を問わない。）をするときは、当該配当の基

準日の最終の株主名簿に記載または記録された第二回優先株式を有する株主（以下「第

二回優先株主」という。）または第二回優先株式の登録株式質権者（以下「第二回優先

登録株式質権者」という。）に対し、同日の最終の株主名簿に記載または記録された普

通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）もしく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、かつ第 17 項に定める支払順位に従

い、第二回優先株式の払込金額(320 円)に対し、下記により事業年度毎に定められる第

二回優先配当金配当年率に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日（2007 年 3 月

31日に終了する事業年度にあっては2006年10月1日。いずれにおいても当該日を含む。）

から当該配当の基準日（同日を含む。）までの期間につき月割計算（但し、1か月未満の

期間については年 365 日の日割計算）により算出される額の配当（以下「第二回優先配
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当金」という。）をする。計算の結果が 32 円を超えるときは、第二回優先配当金の額は

32 円とする。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第二回優先株主また

は第二回優先登録株式質権者に配当金（次号に定める第二回累積未配当金に対する配当

金を除く。）を支払ったときは、かかる配当金の累積額を控除する。 

第二回優先配当金配当年率 =日本円 TIBOR(6 ヶ月物)+1% 

「日本円 TIBOR（6 ヶ月物）」は、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は直前

の銀行営業日）の、午前 11 時における日本円 6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・

オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値とする。また、当該日

において午前 11 時における日本円 6 ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レートが公表されない場合は、同日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）

ロンドン時間午前 11 時にスクリーン・ページに表示されるユーロ円 6ヶ月物ロンドン・

インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円 LIBOR６ヶ月物（360 日ベース））と

して英国銀行協会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、％位未満小数第３位まで算出し、その小数第 3位を四捨

五入する。 

（2） 累積型 
ある事業年度において第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に支払われ

た配当金の合計額が上記(1)の第二回優先配当金の額に達しないときは、その不足額は

翌事業年度に限り累積するものとする（以下「第二回累積未配当金」という。）。第二回

累積未配当金は、全ての種類の株主に対する配当金に先立って支払われるものとする。 

（3） 非参加型 
第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に対しては、第二回優先配当金を超

えて配当は行わない。 

11. 残余財産分配 
第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に対しては、普通株主または普通登録

株式質権者に先立ち、かつ第 17 項に定める支払順位に従い、第二回優先株式１株につ

き 320 円を優先して分配するものとし、これを超える部分については、普通株主または

普通登録株式質権者に全額分配される。 

12. 株主総会における議決権 
第二回優先株主は、株主総会において議決権を有さない。 

13. 譲渡制限 
第二回優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。 

14. 普通株式を対価とする取得請求権 
第二回優先株主は、当社に対し、以下に定める取得請求期間中、以下に定める取得の条

件で、その有する第二回優先株式の全部または一部につき、普通株式の交付を対価とす

る取得を請求することができる。但し、本項に基づく第二回優先株主による取得の請求

（本項において、以下「本件請求」という。）がなされた下記（1）に定める取得請求可

能日において、剰余授権株式数（以下に定義される。）が請求対象普通株式総数（以下
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に定義される。）を下回る場合には、(i)本件請求に係る第二回優先株式の数に、(ii)剰

余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第 1位まで

計算し、その小数第 1 位を切り捨てる。）の第二回優先株式のみ、本件請求の効力が生

じるものとし、本件請求の効力が生じる第二回優先株式以外の本件請求に係る第二回優

先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。なお、複数の本件請求が

なされ、同時に到達した場合、各本件請求に係る請求対象普通株式総数の総数が剰余授

権株式数を上回る場合には、按分により本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の

効力が生じる第二回優先株式以外の本件請求に係る第二回優先株式については、取得請

求がなされなかったものとみなす。複数の本件請求がなされ、その到達の先後不明の場

合は、同時に到達したものとみなす。 

「剰余授権株式数」とは、以下の A及び Bのいずれか小さい数をいう。 

A： (I)当該取得請求可能日における当社の発行可能株式総数より、(II)(i)当該取得請

求可能日における発行済普通株式の数、(ii)当該取得請求可能日における発行済第

一回優先株式の数、(iii)当該取得請求可能日における発行済第二回優先株式の数、

(iv)新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。但し、権利を行使する

ことができる期間の初日が到来していないものを除く。）の新株予約権者がその新

株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数（それぞれ小数第 1位まで

算出し、その小数第 1位を切り上げる。）の総数を控除した数をいう。 

B： (I)当該取得請求可能日における当社の普通株式の発行可能種類株式総数より、

(II)(i)当該取得請求可能日における発行済普通株式の数、(ii)新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。但し、権利を行使することができる期間の初

日が到来していないものを除く。）の新株予約権者がその新株予約権を行使するこ

とにより取得することとなる普通株式の数（それぞれ小数第 1位まで算出し、その

小数第 1位を切り上げる。）の総数を控除した数をいう。 

「請求対象普通株式総数」とは、第二回優先株主が当該取得請求可能日に取得を請求し

た第二回優先株式の払込金額の総額を当該取得請求可能日における下記(2)に定める取

得価額で除して得られる数(小数第 1位まで算出し、その小数第 1位を切り上げる。)の

総数をいう。 

（1） 取得請求期間 
2006 年 12 月 28 日から 2010 年 6 月 30 日までとする。取得請求期間に属する日を取得

請求可能日という。 

（2） 取得の条件 
当社は、本件請求に係る第二回優先株式を取得したときは、第二回優先株式 1株につ

き下記（イ）乃至（ハ）に定める取得価額に基づいて算定される数の当社の普通株式を

交付する。 

（イ）当初取得価額 

40 円 

（ロ）取得価額の修正 

取得価額は、第二回優先株主が当社に対し第二回優先株式の取得を請求し

た日（以下「修正日」という。）において、修正日における「時価」が、当

該修正日の前日において有効な取得価額を下回る場合は、当該時価に修正
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される（以下「修正後取得価額」という。）。但し、修正後取得価額が当初

取得価額の 50%に相当する金額（円位未満小数第 1位まで算出し、その小数

第 1 位を切り上げる。以下「下限取得価額」という。但し、下記（ハ）に

より調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって修正後取得価額

とする。上記「時価」とは、当該修正日に先立つ 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（当社の普通株式が同取引所に上場され

ていないときは株式会社大阪証券取引所）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（終値のない日を除く。円

位未満小数第 1位まで算出し、その小数第 1位を切り上げる。）とする。な

お、取得価額の修正は、第二回優先株式の取得が請求される毎に行われ、

当該修正後取得価額は、当該修正日に取得請求がなされていない第二回優

先株式については適用しないものとする。 

（ハ）取得価額の調整 

(a) 第二回優先株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞ

れ以下のとおり取得価額を調整する。 

(i)普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の

算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、

下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前

発行済普通株式数（但しその時点で当社が保有する普通株式を除

く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株

式数（但しその時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞ

れ読み替える。 

 

 

 

調整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当

ての効力が生ずる日（無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該

基準日）の翌日以降これを適用する。但し、分配可能額から資本に

組み入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により

普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該分配可能額

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、当該株主総会の

終結の日の翌日以降、これを適用する。 

(ii)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる

日をもって次の算式により、取得価額を調整する。 

 

 

 

 

(iii)調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行また

は当社が保有する普通株式を処分する場合（無償割当ての場合、普

分割後発行済普通株式数 

分割前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 

併合前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 

併合後発行済普通株式数 
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（発行済普通株式の数－当社が保有

する普通株式の数） 
新たに発行する普通株式の数×1株当たり払込金額 

調整前取得価額 

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 

＋新たに発行する普通株式の数 

通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。以下本(iii)において同じ。）

の取得による場合または普通株式を目的とする新株予約権の行使に

よる場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）に

より取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期

間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(a)において同

じ。）の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合

は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用

する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算

式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保

有する普通株式の数」、「当社が保有する株式の数」は「処分前にお

いて当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

 

 

但し、本(iii)による取得価額の調整は、第二回優先株式の発行済

株式の総数の過半数を有する第二回優先株主がかかる調整を不要

とした場合には行われない。 

(iv)調整前の取得価額を下回る価額をもって、(x)普通株式の交付と引換

えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券また

は当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他

の証券を発行または処分する場合（無償割当ての場合を含む。）また

は、(y)普通株式を目的とする新株予約権の交付と引換えに当社に取

得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対し

て取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行

または処分する場合（無償割当ての場合を含む。）、かかる株式、新

株予約権もしくはその他の証券の払込期日（新株予約権の場合は割

当日。以下本(iv)において同じ。）に、無償割当ての場合にはその効

力が生ずる日（無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。

以下本(a)において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券

の全てが当初の条件で取得または行使等され普通株式が交付された

ものとみなし､取得価額調整式において「1株当たり払込金額」とし

てかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。

調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合には

その効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはそ

の日の翌日以降、これを適用する。但し、本(iv)による取得価額の

調整は、第二回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第二

調整後取得価額＝調整前取得価額× 
＋ 
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回優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。 

(v)行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株

式または普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは当社に

対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約

権を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権

の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株

主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初

の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額

調整式において「1 株当たり払込金額」として新株予約権の行使に

際して出資される財産の 1株当たりの価額を使用して計算される額

を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予

約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これ

を適用する。但し、本(v)による取得価額の調整は、当社または子会

社の取締役、監査役もしくは従業員または社外協力者に対するスト

ック・オプションとして発行される普通株式を目的とする新株予約

権には適用されないものとし、また、第二回優先株式の発行済株式

の総数の過半数を有する第二回優先株主がかかる調整を不要とした

場合にも行われない。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(i)ないし(iv)のいずれかに該当

する場合には、当社は第二回優先株主及び第二回優先登録株式質権者に

対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の取得価

額、適用日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適

切に行うものとする。 

(i) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部
の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業

に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継、または新設分

割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

(ii) 前(i)のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する
普通株式の数を除く。）の変更または変更の可能性を生ずる事由の発

生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(iii) 上記(a)の(iv)に定める株式、新株予約権またはその他の証券につ
きその取得または行使等により普通株式が交付され得る期間が終了

したとき。但し、当該株式、新株予約権またはその他の証券全てに

つき普通株式が交付された場合を除く。 

(iv) 上記(a)の(v)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、
当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、特段の定めがない限り、

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。 

(d) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得

価額との差額が 1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行
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わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得

価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた額とす

る。 

(e) 取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、

第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に対して、その旨並び

にその事由、調整後の取得価額、適用日及びその他の必要事項を通知し

なくてはならない。 

（ニ）取得により交付すべき普通株式数 

第二回優先株式の取得により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりと

する。 

取得価額

金額の総額第二回優先株式の払込請求のために提出した第二回優先株主が取得
普通株式数＝

但し、第二回優先株主が取得請求のために提出した第二回優先株式の払

込金額の総額は、第二回優先株式につき、株式分割、株式併合またはこ

れに類する事由があった場合には、適切に調整される。取得により交付

すべき普通株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じたときはこれ

を切り捨て、会社法第167条第 3項に定める金銭による調整は行わない。 

（ホ）取得請求受付場所 

大阪市中央区伏見町三丁目 6番 3号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

（へ）取得の効力発生 

取得の効力は、取得請求書及び取得請求に係る第二回優先株式の株券が上記

（ホ）に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。但し、第二回

優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。 

15. 普通株式を対価とする一斉取得条項 
（1） 当社は、第 14 項(1)に定める取得請求期間中に取得請求のなかった第二回優先株式の

全部または一部を、取得請求期間末日の翌日以降の日で取締役会の決議で定める日

（以下「一斉取得日」という。）が到来することをもって、取得することができる。

この場合においては、当社は、当該取得に関する決議をする取締役会開催日（以下「決

議日」という。）における剰余授権株式数（以下に定義される。）の範囲内において、

以下の定めにより第二回優先株主に交付する普通株式の総数が最大となるように、取

得する第二回優先株式の数を定めるものとする。 

当社は、第二回優先株式の取得の対価として、取得する第二回優先株式の払込金額の

総額を取得価額で除して得られる数の普通株式を交付する。この場合における取得価

額は、一斉取得日を第 14項(2)(ロ)に定める修正日とみなし、第 14 項(2)(ロ)に従っ

て算出する。 

前記の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、会社法第234

条に定める方法によりこれを取扱う。 

当社は、第二回優先株式の一部を取得するものとするときは、決議日の前日の最終の
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株主名簿に記載または記録された第二回優先株主の保有株式数に応じ、当社が取得す

る総数を各第二回優先株主に比例配分する方法により、各第二回優先株主からの取得

数（小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。）を定めるものとする。 

「剰余授権株式数」については、第 14項の定めを準用する。この場合において、「当

該取得請求可能日」とあるのは「当該決議日」と読み替える。 

（2） 当社は、一斉取得日以降も第二回優先株式（当社が保有するものを除く。）が存在す
る場合には、当該第二回優先株式の全部または一部を、一斉取得日以降の日で取締役

会の決議で定める日（以下「追加一斉取得日」という。）が到来することをもって、

取得することができる。追加一斉取得日において取得する第二回優先株式の数及び取

得の対価につき、(1)を準用する。 

16. 現金を対価とする取得請求権 
第二回優先株主は、第 15 項(1)の一斉取得日の翌日から 2012 年 6 月 30 日までの間、

その保有する第二回優先株式の全部または一部について、当社に対してその取得を請

求することができるものとし、当社は、第二回優先株主が取得の請求をした第二回優

先株式を取得するのと引換えに、第二回優先株式 1 株につき下記に定める額の金銭を

当該第二回優先株主に対して交付するものとする。 

第二回優先株式 1 株につき以下に定める額に、第二回累積未配当金相当額を加算

した額とする。 

320 円（１株当たり払込金額の 100％） 

17. 優先順位 
（1） 剰余金の配当の額 

第一回優先配当金及び第二回優先配当金の支払順位は、第二回優先配当金を第 1順位

とし、第一回優先配当金を第 2順位とする。 

（2） 残余財産の分配の優先順位 
第一回優先株式及び第二回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、第一回優先

株式に係る残余財産の分配の支払いを第 1順位とし、第二回優先株式に係る残余財産

の分配の支払いを第 2順位とする。 

（3） 取得請求権の優先順位 
第一回優先株式に係る取得請求権の行使及び第二回優先株式に係る取得請求権の行

使の双方がなされ、その取得請求受付場所への到達が同時またはその先後が不明の場

合は、第二回優先株式に係る取得請求権の行使が先になされたものとみなす。 

（4） 用語 
本項における第一回優先株式、第二回優先株式、第一回優先配当金及び第二回優先配

当金の用語は、いずれも定款第 2章の 2で定義される意味で用いられる。 
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別紙２ 

 

１．変更案１ 

 

（定款の変更） 
現 行 定 款 変 更 案 １ 

（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、5,600万株と

し、このうち 5,100万株は普通株式、500万株
は優先株式とする。 

（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、5,600万株と
する。 

 
（新設）   ２．当会社の発行可能種類株式総数は、普通株

式につき 5,100 万株、第一回優先株式につ
き 500 万株、第二回優先株式につき 1,231
万 2,500株とする。 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第９条 当会社の単元株式数は、普通株式および優

先株式それぞれにつき 1,000株とする。 
 
２．（省略） 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第９条 当会社の単元株式数は、普通株式および第

一回優先株式につき 1,000 株とし、第二回
優先株式につき 50株とする。 

２．（現行どおり） 

（優先株式） 
第 11条の２ 当会社の発行する優先株式の内容は、

次のとおりとする。 
当会社は、第 33 条に定める期末配当金を
支払うときは、優先株式を有する株主（以

下「優先株主」という。）または優先株式

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。）また

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、優

先株式１株につき年 20 円を上限として、
発行に際して取締役会の決議で定める額

の期末配当金（以下「優先配当金」という。）

を支払う。 
 

ある事業年度において、優先株主または優

先登録株式質権者に対して支払う期末配

当金の額が優先配当金の額に達しないと

きは、その不足額は翌事業年度以降に累積

しない。 
 
当会社は、優先株主または優先登録株式質

権者に対し、優先配当金を超えて配当しな

い。 
 

（第一回優先株式） 
第 11 条の２ 当会社の発行する第一回優先株式の

内容は、次のとおりとする。 
当会社は、剰余金の配当（配当財産の種類

を問わない。）をするときは、第一回優先株

式を有する株主（以下「第一回優先株主」

という。）または第一回優先株式の登録株式

質権者（以下「第一回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。）または普通株式の

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、第一回優先株式１

株につき年 20円を上限として、発行に際し
て取締役会の決議で定める額の配当金（以

下「第一回優先配当金」という。）を支払う。

ある事業年度において、第一回優先株主ま

たは第一回優先登録株式質権者に対して支

払う配当金の総額が第一回優先配当金の額

に達しないときは、その不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 
当会社は、第一回優先株主または第一回優

先登録株式質権者に対し、第一回優先配当

金を超えて配当しない。 

２．当会社は優先株主または優先登録株式質権

者に対して第 34 条に定める中間配当金を
支払わない。 

（削除） 
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現 行 定 款 変 更 案 １ 
３．当会社の残余財産を分配するときは、優先

株主または優先登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権者に先立

ち、発行価額相当額を支払う。優先株主ま

たは優先登録株式質権者に対しては、前記

のほか残余財産の分配は行わない。 

２．当会社の残余財産を分配するときは、第一

回優先株主または第一回優先登録株式質権

者に対し、普通株主または普通登録株式質

権者に先立ち、発行価額相当額を支払う。

第一回優先株主または第一回優先登録株式

質権者に対しては、前記のほか残余財産の

分配は行わない。 
４．当会社は、いつでも優先株式を買い受け、

または利益により消却することができる。

優先株主は、株主総会において議決権を有

しない。 

３．（削除） 
 
第一回優先株主は、株主総会において議決

権を有しない。 
５．当会社は、法令に定める場合を除き、優先

株式について株式の併合または分割は行

わないものとする。 

４．当会社は、法令に定める場合を除き、第一

回優先株式について株式の併合または分割

は行わないものとする。 
６．当会社は、優先株主には、募集株式の割当

を受ける権利または新株予約権の割当を

受ける権利、株式無償割当もしくは新株予

約権付社債の割当を受ける権利を与えな

いものとする。 

５．当会社は、第一回優先株主には、募集株式

の割当を受ける権利または新株予約権の割

当を受ける権利、株式無償割当もしくは新

株予約権付社債の割当を受ける権利を与え

ないものとする。 

７．優先株主は、発行に際して取締役会の決議

で定める転換を請求し得べき期間中、当該

決議で定める転換の条件で優先株式の普

通株式への転換を請求することができる。

６．第一回優先株主は、発行に際して取締役会

の決議で定める取得を請求し得べき期間

中、当該決議で定める取得の条件で第一回

優先株式の普通株式を対価とする取得を請

求することができる。対価として交付すべ

き普通株式の数に 1株に満たない端数が生
じるときは、これを切り捨て、会社法第 167
条第 3項に定める金銭の交付を行わない。

８．転換を請求し得べき期間中に転換請求のな

かった優先株式は、同期間の末日の翌日以

降の日で取締役会の決議で定める日（以下

「強制転換日」という。）において、優先

株式１株の発行価額相当額を強制転換日

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会社

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。）で除して得られる数の普通株式

とする。ただし、平均値の計算は、円位未

満少数第２位まで算出し、その少数第２位

を四捨五入する。この場合当該平均値が、

優先株式の発行に際して取締役会の決議

で定める下限転換価額を下回るとき、また

は上限転換価額を上回るときは、優先株式

１株の発行価額相当額をそれぞれ下限転

換価額、または上限転換価額で除して得ら

れる数とする。 

７．取得を請求し得べき期間中に取得請求のな

かった第一回優先株式は、同期間の末日の

翌日以降の日で取締役会の決議で定める日

（以下本項において「強制取得日」という。）

において、第一回優先株式１株の発行価額

相当額を強制取得日に先立つ 45 取引日目
に始まる 30 取引日の株式会社東京証券取
引所における当会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。）で除して得られ

る数の普通株式とする。ただし、平均値の

計算は、円位未満少数第２位まで算出し、

その少数第２位を四捨五入する。この場合

当該平均値が、第一回優先株式の発行に際

して取締役会の決議で定める下限取得価額

を下回るとき、または上限取得価額を上回

るときは、第一回優先株式１株の発行価額

相当額をそれぞれ下限取得価額、または上

限取得価額で除して得られる数とする。 
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現 行 定 款 変 更 案 １ 
 
（新設） 
 
 

（第二回優先株式） 
第 11 条の３ 当会社の発行する第二回優先株式の

内容は、次の各項に定めるとおりとする。

２．当会社は、剰余金の配当（配当財産の種

類を問わない。）を行うときは、第二回優先

株式を有する株主（以下「第二回優先株主」

という。）または第二回優先株式の登録株式

質権者（以下「第二回優先登録株式質権者」

という。）に対し、普通株主または普通登録

株式質権者に先立ち、第二回優先株式１株

につき年 32円を上限として、第二回優先株
式を初めて発行する時までに株主総会また

は取締役会（以下「発行取締役会等」とい

う。）の決議で定める額の配当金（以下「第

二回優先配当金」という。）を支払う。 
３．ある事業年度において第二回優先株主ま

たは第二回優先登録株式質権者に対して支

払う１株当たりの配当金の総額が第二回優

先配当金の額に達しないときは、その不足

額は、翌事業年度に限り累積する（以下「第

二回累積未配当金」という。）。第二回累積

未配当金は、全ての種類の株主に対する配

当金に先立って、これを支払う。 
４．当会社は、第二回優先株主または第二回

優先登録株式質権者に対し、第二回優先配

当金を超えて配当しない。 
 ５．当会社の残余財産を分配するときは、第

二回優先株主または第二回優先登録株式質

権者に対し、普通株主または普通登録株式

質権者に先立ち、第二回優先株式１株の払

込金額相当額を限度として支払う。第二回

優先株主または第二回優先登録株式質権者

に対しては、前記のほか残余財産の分配は

行わない。 
６．第二回優先株主は、株主総会において議

決権を有しない。 
７．第二回優先株式を譲渡により取得するに

は、当会社取締役会の承認を要する。 
８．第二回優先株主は、当会社に対し、第二

回優先株式の発行日から４年が経過する日

までの範囲内で発行取締役会等の決議で定

める期間中、その有する第二回優先株式を

取得することを請求することができる。 
当会社は、本請求を受けたときは、当該請

求に係る第二回優先株式を取得するのと引

換に、当該請求をした第二回優先株主に対

し、第二回優先株式１株につき、その払込

金額に相当する額を取得価額で除して得た

数の普通株式を交付する。交付すべき普通

株式の数に 1株に満たない端数が生じると
きは、これを切り捨て、会社法第 167条第
3 項に定める金銭の交付を行わない。この
ほか、取得価額、その調整方法その他の交

付すべき普通株式の数の算定方法は、発行

取締役会等の決議で定める。 
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現 行 定 款 変 更 案 １ 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（任期） 
第 20条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了す

る最終の事業年度に関する定時株主総会の

終結までとする。 
２． （省略） 

 

９．当会社は、前項に定める取得請求権を行

使し得る期間中に当該取得請求権の行使が

されなかった第二回優先株式の全部または

一部を、当該期間の末日の翌日以降の日で

取締役会の決議で定める日（以下本項およ

び次項において「一斉取得日」という。）の

到来をもって、取得することができる。 
当会社は、本項の定めにより第二回優先株

式を取得するときは、その取得と引換に、

取得すべき第二回優先株式の株主に対し、

第二回優先株式１株につき、その払込金額

に相当する額を取得価額で除して得た数の

普通株式を交付する。このほか、取得価額、

その調整方法その他の交付すべき普通株式

の数の算定方法は、発行取締役会等の決議

で定める。 
10．第二回優先株主は、当会社に対し、一斉
取得日の翌日から２年が経過する日までの

範囲内で発行取締役会等の決議で定める期

間中、その有する第二回優先株式を取得す

ることを請求することができる。 
当会社は、本請求を受けたときは、当該請

求に係る第二回優先株式を取得するのと引

換に、当該請求をした第二回優先株主に対

し、第二回優先株式１株につき、その払込

金額に相当する額に第二回累積未配当金の

額を加えた額の金銭を交付する。 
 

（優先順位） 
第 11条の４ 第二回優先配当金は、第一回優先配当

金に先立ち、これを支払う。 
２．第一回優先株式にかかる残余財産の分配は、

第二回優先株式にかかる残余財産の分配に

先立ち、これを支払う。 
３．第一回優先株式にかかる取得請求権の行使

および第二回優先株式にかかる取得請求権

の行使の双方がなされ、その行使が同時の

場合またはその行使の先後が不明の場合

は、第二回優先株式にかかる取得請求権の

行使が先になされたものとみなす。 
 
（任期） 
第 20条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す

る最終の事業年度に関する定時株主総会の

終結までとする。 
２． （現行どおり） 
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現 行 定 款 変 更 案 １ 
 
（新設） 

（取締役の責任免除） 
第 25条 当会社は、会社法第 426条第 1項の規定に

より、任務を怠ったことによる取締役（取

締役であった者を含む。）の損害賠償責任

を、法令の限度において、取締役会の決議

をもって免除することができる。 
２．当会社は、会社法第 427条第 1項の規定に
より、社外取締役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は、法令が規定する

額とする。 
 

第 25条ないし第 35条 （条文省略） 第 26条ないし第 36条 （現行どおり） 
 

 
（新設） 

（附則） 
１．第 20 条（任期）の規定にかかわらず、平成 17
年６月 29 日開催の定時株主総会において選任
された取締役の任期は、平成 19年開催の定時株
主総会の終結の時までとする。なお、本附則は、

平成 19 年開催の定時株主総会の終結の時をも
って削除されるものとする。 
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（第一回優先株式発行要領の変更） 
変 更 前 変 更 後 

(10) 優先配当金 
① 優先配当金の額 

（省略） 

(10) 優先配当金 
① 優先配当金の額 

（現行どおり） 
② 優先中間配当金 

ある営業年度において、第一回優先株式を有す

る株主（以下「第一回優先株主」という。）ま

たは第一回優先株式の登録質権者（以下「第一

回優先登録質権者」という。）に対し、中間配

当は行わない。 

（削除） 

③ 非累積条項 
第一回優先株主または第一回優先登録質権者

に対して支払われる１株当たりの利益配当金

の額が上記①に定める第一回優先配当金の額

に達しないときは、その不足額は翌営業年度以

降に累積しない。 

② 非累積条項 
第一回優先株式を有する株主（以下「第一回優

先株主」という。）または第一回優先株式の登

録株式質権者（以下「第一回優先登録質権者」

という。）に対して支払われる１株当たりの利

益配当金の額が上記①に定める第一回優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は翌営

業年度以降に累積しない。 
④ （省略） ③ （現行どおり） 

 
(12) 買受けまたは買入消却 
当社は、いつでも第一回優先株式を買い受け、これを

株主に配当すべき利益をもって当該買受価額により

消却することができる。 

 
(12) 削除 

 
(13) 償還請求権 
第一回優先株主は、当社に対し、平成 21 年以降、い
つでも第一回優先株式の一部又は全部の償還を請求

することができる。当社は、この請求がなされた場合

には、平成 16 年 3 月期以降の税引後利益の累計額が
10億円を超えていることを条件に、その直前の営業年
度の税引後当期利益の 2分の 1の金額を限度とし、第
一回優先株式の償還を行うものとする。当社は、第一

回優先株式の償還請求後 2ヶ月以内に、第一回優先株
式の償還手続きを終了させるものとし、償還の対価と

して第一回優先株式 1株につき 200円を支払うものと
する。なお、償還請求の総額が、上記の償還のための

限度額を超える場合は、各償還請求額の割合に応じ、

これを償還する。 

 
(13) 金銭を対価とする取得請求権 
第一回優先株主は、当社に対し、平成 21 年以降、い
つでも第一回優先株式の一部又は全部の取得を請求

することができる。当社は、この請求がなされた場合

には、平成 16 年 3 月期以降の税引後利益の累計額が
10億円を超えていることを条件に、その直前の営業年
度の税引後当期利益の 2分の 1の金額を限度とし、第
一回優先株式の取得を行うものとする。当社は、第一

回優先株式の取得請求後 2ヶ月以内に、第一回優先株
式の取得手続きを終了させるものとし、取得の対価と

して第一回優先株式 1株につき 200円を支払うものと
する。なお、取得請求の総額が、上記の取得のための

限度額を超える場合は、各取得請求額の割合に応じ、

これを取得する。 
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変 更 前 変 更 後 
 
(15) 普通株式への強制転換 
転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第

一回優先株式は、同期間の末日の翌日以降の日で取締

役会の決議で定める日（以下強制転換日という。）に

おいて、第一回優先株式１株の発行価額相当額を強制

転換日に先立つ 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会社の普通株式の普

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。）で除して得られる数の普通株

式となる。ただし、平均値の計算は、円位未満少数第

２位まで算出し、その少数第２位を四捨五入する、こ

の場合当該平均値が、下限転換価額を下回るとき、ま

たは上限転換価額を上回るときは、第一回優先株式１

株の発行価額相当額をそれぞれ下限転換価額、または

上限転換価額で除して得られる数とする。前記の普通

株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場

合、商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り

扱う。 

 

 
(16)～(18) （省略） 

 
(16)～(18) （現行どおり） 

  
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(19) 優先順位 
① 優先配当の順位 

第一回優先株主または第一回優先登録質権者

に対する配当金の支払いは、第二回優先株式を

有する株主（以下「第二回優先株主」という。）

または第二回優先株式の登録株式質権者（以下

「第二回優先登録株式質権者」という。）に対

する配当金の支払いに劣後する。 
② 残余財産の分配の順位 

第一回優先株主または第一回優先登録質権者

に対する残余財産の分配は、第二回優先株主ま

たは第二回優先登録株式質権者に対する残余

財産の分配に優先する。 
③ 取得請求権の順位 

第一回優先株式にかかる取得請求権の行使お

よび第二回優先株式にかかる取得請求権の行

使の双方がなされ、その取得請求受付場所への

到達が同時またはその先後が不明の場合は、第

二回優先株式にかかる取得請求権の行使が先

になされたものとみなす。 
 

(19) （省略） (20) （現行どおり） 
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２．変更案２ 

 

（定款の変更） 
変 更 案 １ 変 更 案 ２ 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第９条 当会社の単元株式数は、普通株式および第

一回優先株式につき 1,000 株とし、第二回
優先株式につき 50株とする。 

２．（省略） 
 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 
第９条 当会社の単元株式数は、普通株式、第一回

優先株式および第二回優先株式それぞれに

つき 50株とする。 
２．（変更案１のとおり） 
 

 

（第一回優先株式発行要領の変更） 
変 更 案 １ 変 更 案 ２ 

(14) 普通株式を対価とする取得請求権 
   （省略） 
①～③ （省略） 
④ 当初転換価額 

当初転換価額は、普通株式１株当たり 81.9円
とする。 

⑤～⑧ （省略） 

(14) 普通株式を対価とする取得請求権 
   （変更案１のとおり） 
①～③ （変更案１のとおり） 
④ 当初取得価額 

当初取得価額は、普通株式１株当たり 327.6
円とする。 

⑤～⑧ （変更案１のとおり） 

 

３．変更案３ 

 

（定款の変更） 
変 更 案 １ 変 更 案 ３ 

（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、5,600万株と
する。 

  ２．当会社の発行可能種類株式総数は、普通株

式につき 5,100 万株、第一回優先株式につ
き 500 万株、第二回優先株式につき 1,231
万 2,500株とする。 

 

（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1 億 3,880
万 9,400株とする。 

  ２．当会社の発行可能種類株式総数は、普通株

式につき 1億 3,880万 9,400株、第一回優先
株式につき 500万株、第二回優先株式につ
き 1,231万 2,500株とする。 

 

 

 

 


