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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ 

 

当行は、平成 18 年 11 月 24 日開催の取締役会において、120％コールオプション条項付第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおり

お知らせいたします。 

なお、本新株予約権付社債の募集につきましては、払込金額（額面 100 円につき金 100 円）と異なる価

格（発行価格、額面 100 円につき金 102.5 円）で一般募集を行います。 

 

記 

 

１. 社債の名称 株式会社清水銀行 120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（劣後特約付）（以下「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. 社債の総額 金 60 億円 

３. 各社債の金額 金 100 万円の１種 

４. 社債券の形式 無記名式利札付の新株予約権付社債券（以下「本社債券」という。）を発

行する。ただし、本社債券の全部または一部を記名式とすることを請求す

ることはできない。 

５. 利率 未定（年 0.1％以下とする。） 

利率については、年 0.1％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、平

成 18 年 12 月４日（月）に決定する予定。 

６. 各社債の払込金額 額面 100 円につき金 100 円 

７. 発行価格 額面 100 円につき金 102.5 円 

８. 償還金額 額面 100 円につき金 100 円 

ただし、繰上償還の場合は第14項第(4)号または第(6)号に定める金額による。

９. 償還期限 平成 26 年３月 31 日（月） 

10. 利払日 毎年３月 31 日および９月 30 日 

11. 社債と新株予約権 

の非分離 

会社法第 254 条第２項本文および第３項本文の定めにより、本社債と本新

株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

12. 物上担保・保証の有無 本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、また特に

留保されている資産はない。 

13. 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行 

14. 償還の方法および期限 

 (1) 本社債の元金は、平成 26 年３月 31 日にその総額を償還する。ただし、本社債の繰上償還に関し

ては本項第(4)号ないし第(9)号に定めるところによる。 

 (2) 償還すべき日（本項第(4)号または第(6)号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下「償

還期日」という。）が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 



 
 

 (3) 当行は、発行日の翌日以降、金融庁の事前承認を得たうえでいつでも本新株予約権付社債を買入

れることができる。当行が買入れた本新株予約権付社債に係る本社債を消却した場合、当該本社

債に付された本新株予約権は同時に消滅する。また、本新株予約権を消却する場合には、本社債

についても同時に消却するものとする。 

 (4) 当行は、当行が第 19 項に定める組織再編行為を行うにあたり、第 19 項第(1)号に基づく新株予約

権を交付しないこととする場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部

（一部は不可。）を額面 100 円につき次の金額で繰上償還することができる。この場合、当該本

社債に付された本新株予約権は同時に消滅するものとする。 

 ① 平成 18 年 12 月 13 日から平成 19 年３月 31 日まで 額面 100 円につき金 107 円

② 平成 19 年４月１日から平成 20 年３月 31 日まで 額面 100 円につき金 106 円

③ 平成 20 年４月１日から平成 21 年３月 31 日まで 額面 100 円につき金 105 円

④ 平成 21 年４月１日から平成 22 年３月 31 日まで 額面 100 円につき金 104 円

⑤ 平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 額面 100 円につき金 103 円

⑥ 平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 額面 100 円につき金 102 円

⑦ 平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで 額面 100 円につき金 101 円

⑧ 平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 30 日まで 額面 100 円につき金 100 円 
 (5) 当行が、本項第(4)号の規定により本社債を繰上償還しようとするときは、当行は、当該繰上償還

に係る償還期日の少なくとも２か月前に書面により繰上償還をしようとする旨ならびにその金額

および期日その他必要な事項を社債管理者に通知し、当該償還期日に先立つ１か月以上２か月以

下の期間内に繰上償還に必要な事項につき公告を行う。 

 (6) 120％コールオプション条項 

当行は、株式会社東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まな

い。）がある 20 連続取引日にわたり、当該終値が当該各取引日に適用のある転換価額（第 18 項

第(3)号②に定める転換価額とする。ただし、転換価額が第 18 項第(4)号ないし第(8)号により調整さ

れた場合は調整後の転換価額とする。）の 120 パーセント以上であった場合、平成 21 年２月１日

以降いつでもその時点において残存する本社債の全部を、金融庁の事前承認を得たうえで、額面

100 円につき金 100 円で繰上償還することができる。この場合、本社債に付された本新株予約権は

同時に消滅する。なお、当行が当行普通株式の株式分割または当行普通株式の無償割当て（以下

「株式分割等」と総称する。）を行う場合、当該株式分割等の基準日（当該基準日が取引日でな

い場合は、その直前取引日。以下、本号において同じ。）の３取引日前の日から当該基準日（当

日を含む。）までの４取引日についての本条項の適用にあたっては、第 18 項第(5)号②の規定にか

かわらず、当該各取引日の１か月前の日における当行の発行済普通株式総数（ただし、当行の有

する当行普通株式を除く。）を既発行株式数として、当該株式分割等により発行または処分され

る株式数を新発行･処分株式数として、第 18 項第(4)号の転換価額調整式に当てはめて算出された

転換価額をもって、当該各取引日に適用ある転換価額とする。 

 (7) 当行が、本項第(6)号の規定により本社債を繰上償還しようとするときは、当行は、本項第(6)号に

定める 20 連続取引日の 終日から７日以内に書面により繰上償還をしようとする旨その他必要な

事項を社債管理者に通知し、かかる 20 連続取引日の 終日から 15日以内かつ償還しようとする日

に先立つ１か月以上２か月以下の期間内に繰上償還に必要な事項につき公告を行う。 

 (8) 当行は、本項第(5)号または第(7)号に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消す

ことはできない。 

 (9) 本社債の償還については、本項のほか第 20 項に定める劣後特約に従う。 

15. 利息支払の方法および期限 

 (1) 本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれを付し、平成 19 年３月 31 日を第１回目の

利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年３月 31 日および９月 30 日の２回に各々

その日までの前半か年分を支払う。 

 (2) 利息支払期日が銀行休業日に当たるときは、利息の支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

 (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。

 (4) 償還期日後は利息をつけない。 
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 (5) 第１回目の利息支払期日前に本新株予約権の行使の効力が発生した本社債については、利息を付

さない。また、第１回目の利息支払期日後に本新株予約権の行使の効力が発生した本社債につい

ては、本新株予約権行使の効力発生日の直前の利息支払期日後は利息を付さない。 

 (6) 本社債の利息の支払については、本項のほか第 20 項に定める劣後特約に従う。 

16. 本新株予約権の数 

 各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 6,000 個の本新株予約権を発行する。 

17. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 

18. 本新株予約権の内容 

 (1) 本新株予約権の目的である株式の数の算定方法 

本新株予約権の行使により当行が当行普通株式を新たに発行またはこれに代えて当行の有する当

行普通株式を処分（以下、当行普通株式の発行または処分を「交付」という。）する数は、行使

する本新株予約権に係る本社債額面金額の総額を本項第(3)号②記載の転換価額（ただし、本項第(4)

号ないし第(8)号により調整された場合は調整後の転換価額）で除して得られる整数とする。この

場合に１株未満の端数を生じたときには、当該端数は切り捨てることとし、現金による調整は行

わない。 

 (2) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権付社債の社債権者は、平成 19 年２月１日から平成 26 年３月 28 日（第 14 項第(4)号

または第(6)号に定めるところにより、平成 26 年３月 28 日以前に本社債が償還される場合には、

当該償還期日の前銀行営業日）までの間（以下「行使期間」という。）、いつでも本新株予約権

を行使することができる。ただし、当行が第 19 項に定める組織再編行為を行うために本新株予約

権の行使を停止する必要があると当行が判断した場合、当行が合理的に定める期間（かかる期間

は 30 日を超えず、かつ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。）において本新株予約権を行使することができないものとする。この場合、当行は、必要な

事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該停止期間が開始する 30 日前までに

必要な事項につき公告を行う。 

 (3) 本新株予約権の行使に際して出資される財産 

  ① 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、行使する本新株予約権に係る本社債とし、そ

の価額は当該本社債の額面金額とする。 

  ② 本新株予約権の行使により交付する当行普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以

下「転換価額」という。）は、当初、平成 18 年 12 月４日（月）の株式会社東京証券取引所に

おける当行普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終

値）に 102％から 103％の範囲内で決定される値を乗じて算出される金額とし、計算の結果１

円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げる。なお、上記計算の結果算出される転換

価額が 3,910 円を下回るときは、本新株予約権付社債の発行を中止する。ただし、転換価額は

本項第(4)号により調整されることがある。 

  ③ 本新株予約権の行使に際して出資される本社債は、第 14 項第(1)号の規定にかかわらず本新株

予約権の行使の効力発生と同時に弁済期が到来し、かつ消滅するものとする。 

 (4) ① 当行は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(5)号に掲げるいずれかの事由が発生した場合に

は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する（以下、

本号ないし第(8)号により調整された後の転換価額を「調整後転換価額」、調整される前の転換

価額を「調整前転換価額」という。）。 
 

新発行・処分株式数×１株当たりの払込金額 

時  価 
 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

 

調 整 後 

     ＝ 

転換価額 

既発行株式数＋ 調 整 前 

     × 

転換価額 
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  ② 転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日の前日において有

効な転換価額とし、転換価額調整式で使用する既発行株式数は、本項第(5)号に掲げる各事由の

ための基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日

の１か月前の日における当行の発行済普通株式数から、当該日における当行の有する当行普通

株式数を控除した数とする。また当行普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整

式で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当行の有する当行普通株式に対して発行

される当行普通株式を含まないものとする。 

  ③ 転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ 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、平均値の計算については、円位未

満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

  ④ 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、小数第２位を四捨五入する。

 (5) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。 

  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当行普通株式を交付する場合（ただ

し、当行普通株式の交付と引換えに当行に取得され、もしくは当行に対して取得を請求できる

証券、または当行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たもの

を含む。）その他の証券または権利の取得、転換または行使による場合を除く。）。 

調整後転換価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には払込期間の 終日とする。以下同

じ。）の翌日以降、また、当行普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

  ② 当行普通株式の株式分割または当行普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後転換価額は、当該株式分割または無償割当てのための基準日（無償割当てのための基準

日がない場合には当該割当ての効力発生日とする。）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、当行普通株式の交付と引換えに当行に

取得され、または当行に対して取得を請求できる証券を発行する場合（無償割当ての場合を含

む。）または当行普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の

証券を発行（無償割当ての場合を含む。）する場合（ただし、交付する価額の定めがない証券

については、当該証券の払込金額を交付する当行普通株式の数で除した金額が転換価額調整式

に使用する時価を下回る場合）。 

調整後転換価額は、発行される証券または新株予約権の全てが当初の取得価額で取得されまた

は当初の行使価額で行使され、当行普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準

用して算出するものとし、かかる証券の払込期日もしくは新株予約権の割当日の翌日以降、ま

た、当行普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日または無償割当てのため

の基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

 (6) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどま

るときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後新たに転換価額の調整を必要とす

る事由が発生し転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整

前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

 (7) 本項第(5)号に掲げる事由のほか、次のいずれかの場合には、当行は社債管理者と協議のうえ、そ

の同意を得て必要な転換価額の調整を行う。 

  ① 株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、新設分割または吸収分割、当行を吸収合併存

続会社とする合併、当行を株式交換完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要

とするとき。 

  ② その他当行の発行済普通株式数に変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換

価額の調整を必要とするとき。 

  ③ 転換価額を調整すべき本項第(5)号または本号①および②に掲げる事由が２つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事

由による影響を考慮する必要があるとき。 
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 (8) 本項第(4)号ないし第(7)号により転換価額の調整を行うときは、当行はあらかじめ書面によりその

旨ならびにその事由、調整前転換価額、調整後転換価額およびその適用の日その他必要な事項を

社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要な事項を公告しなければならない。ただ

し、適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこ

れを行う。 

 (9) 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およ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ける増加する資本金の額は、会社計算規則

第 40 条第１項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に２分の１を乗じた額と

し、計算の結果１円未満の端数を生じたときには、当該端数は切り上げることとする。 

  ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、本号①記

載の資本金等増加限度額から、本号①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。 

 (10) ① 本新株予約権を行使しようとする社債権者は、当行の定める行使請求書に、行使しようとする

本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印

したうえ、行使しようとする本新株予約権に係る本社債券を添えて、行使期間中に第 33 項に

定める行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」という。）に提出しなければならない。

ただし、登録した本新株予約権付社債について本新株予約権を行使する場合は、当行の定める

行使請求書に、行使しようとする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、請求の年

月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、行使期間中に第 31 項に定める登録機関を経由し

て、行使請求受付場所に提出しなければならない。 

  ② 本新株予約権を行使しようとする社債権者は、第 34 項に定める行使請求取次場所（以下「行

使請求取次場所」という。）に当該行使に要する書類を提出してその手続きの取次を依頼する

ことができる。 

  ③ 本新株予約権の行使の効力は、当該行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着したと

きに発生する。行使請求受付場所または行使請求取次場所に対し当該行使に要する書類を提出

した者は、その後これを撤回することができない。 

  ④ 当行は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに当該行使にかかる当行普通株式につき株

券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を交付しない。 

  ⑤ 行使により交付された当行普通株式に対する 初の剰余金の配当については、当該行使の効力

発生以後、 初に到来する剰余金の配当のための基準日に係る配当についてこれを支払う。 

  ⑥ 当行が１単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本新株予約権付社債の社債管理委託契約の

規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行および社債管理者が協議して必要な

措置を講じる。 

 (11) その他の本新株予約権の行使の条件 

当行が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使することはできな

い。また、各本新株予約権の一部を行使することはできない。 

 (12) 本新株予約権の取得事由 

本新株予約権の取得事由は定めない。 

19. 組織再編行為における取扱 

 (1) 当行は、当行が吸収合併もしくは新設合併により消滅すること、当行が吸収分割会社もしくは新

設分割会社となりかつ吸収分割承継会社もしくは新設分割設立会社が本社債に係る債務を承継す

る吸収分割もしくは新設分割を行うこと、または当行が株式交換も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（これらの吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換また

は株式移転を、以下「組織再編行為」と総称する。）を当行の株主総会で決議した場合、本号①

ないし③に定める各会社（以下「承継会社」と総称する。）は、当該組織再編行為の効力発生日

の直前において、残存する本新株予約権付社債の社債権者に対して、本新株予約権に代わり、新

たに本号①ないし③に定める新株予約権を交付することができる。 
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  ① 吸収合併または新設合併の場合 

吸収合併存続会社または新設合併設立会社の新株予約権 

  ② 吸収分割または新設分割の場合 

吸収分割承継会社または新設分割設立会社の新株予約権 

  ③ 株式交換または株式移転の場合 

株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社の新株予約権 

 (2) 本項第(1)号により新たに交付する新株予約権（以下「新規交付新株予約権」という。）の条件は、

以下のとおりとする。 

  ① 新規交付新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。 

  ② 新規交付新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社の普通株式とする。 

  ③ 新規交付新株予約権の目的である株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案の上、第 18 項第(1)号に準じて決定する。 

  ④ 新規交付新株予約権の行使に際して出資される財産 

当該財産の内容は、組織再編行為によって承継された本社債とし、その価額は当該本社債の額

面金額とする。 

  ⑤ 新規交付新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為の効力発生日（当行が第 18 項第(2)号ただし書に定める行使を停止する期間を定

めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日または当該停止期間の末日の翌銀行営業日のう

ちいずれか遅い日）から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

  ⑥ 新規交付新株予約権の取得事由 

新規交付新株予約権の取得事由は定めない。 

  ⑦ 本号①ないし⑥に定める条件のほか、新規交付新株予約権の条件については、本項第(3)号に規定

する新たな新株予約権付社債の経済的価値が、組織再編行為の効力発生日の直前における本新株

予約権付社債の経済的価値と実質的に同一になるようこれを定めるものとする。 

 (3) 本項第(1)号により新規交付新株予約権を交付する場合、組織再編行為の効力発生日において本新

株予約権は消滅し、新規交付新株予約権を組織再編行為により承継会社に承継される本社債に付

して、新たな新株予約権付社債とするものとする。この場合、本新株予約権付社債の社債管理委

託契約は、新たな新株予約権付社債の管理について準用されるものとする。 

20. 劣後特約 

 (1) 本社債の償還および利息の支払は、当行に関し破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生

手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続また

はこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。 

  ① 破産の場合 

   本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定が

なされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以

下の条件が成就したときに発生する。 

(停止条件) 

その破産手続の 後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの。）に記載された

配当に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権および本号①ないし④と実質的に同じまた

はこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付さ

れた債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く全ての債

権が、各中間配当、 後配当、追加配当、その他法令によって認められる全ての配当によって、

その債権額につき全額の満足（配当、供託を含む。）を受けたこと。 

  ② 会社更生の場合 

   本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定が

なされ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以

下の条件が成就したときに発生する。 
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(停止条件) 

当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のう

ち、本社債に基づく債権および本号①ないし④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付

された債権（ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①ないし

④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く全ての債権が、その確定した債権額

について全額の弁済を受けたこと。 

  ③ 民事再生の場合 

本 社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定が

なされた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発

生する。ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定

が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再

生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本

社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復する。

  

(停止条件) 

当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のう

ち、本社債に基づく債権および本号①ないし④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付

された債権（ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①ないし

④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く全ての債権が、その確定した債権額

について全額の弁済を受けたこと。 

  ④ 日本法以外による倒産手続の場合 

   当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ず

る手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請

求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したと

きに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上かかる条件を付すことが認められな

い場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。

 (2) 上位債権者に対する不利益変更の禁止 

  本新株予約権付社債の社債管理委託契約の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対し

て不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味において

も、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当行に対し、本

社債に基づく債権および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付さ

れた債権（ただし、本項第(1)号③を除き本項第(1)号と実質的に同じ条件を付された債権は、本項

第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く債権を有する全ての者

をいう。 

 (3) 劣後特約に反する支払の禁止 

  本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないに

もかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払

は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。 

 (4) 相殺禁止 

  当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開

始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた

場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定

したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の

廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、また

は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国

において行われている場合には、本項第(1)号①ないし④にそれぞれ規定されている条件が成就し

ない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。 

 (5) 本項第(1)号の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社

債に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるもの

とする。 
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21. 期限の利益喪失に関する特約 

 本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。また本社債の社債権者は、会社法第739条に

基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。 

22. 債権者の異議手続における社債管理者の権限 

 会社法第 740 条第２項本文の定めは、本新株予約権付社債には適用されず、社債管理者は、同条第１

項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べ

ることはしない。 

23. 社債管理者の辞任 

 (1) 社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継

する者を定めて辞任することができる。 

  ① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場

合。 

  ② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しよ

うとする場合。 

 (2) 前号の場合には、当行ならびに社債管理者および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必

要となる行為をしなければならない。 

24. 社債券喪失の場合等 

 (1) 本社債券を喪失した者が、その種類、記番号および喪失の事由等を当行に届出て、かつ、公示催

告の手続をし、その無効宣言があった後、除権決定の確定謄本を添えて請求したときは、当行は、

これに代り新株予約権付社債券を交付する。 

 (2) 本社債の利札を喪失したときは、当行は、これに代り利札を交付しない。ただし、前号に準じて

公示催告の手続をし、その無効が確定したときは、支払期日の到来したものに対しては当該利息

を支払う。 

 (3) 本社債券を毀損または汚染したときは、当該本社債券を提出して代り新株予約権付社債券の交付

を請求することができる。ただし、真偽の鑑別が困難なときには本項第(1)号に準ずる。 

25. 代り新株予約権付社債券の交付の費用 

 代り新株予約権付社債券を交付する場合には、当行はこれに要した実費（印紙税を含む。）を徴収す

る。本新株予約権付社債の登録を抹消し本社債券を交付する場合もまた同様とする。 

26. 社債権者に通知する場合の公告 

 (1) 本新株予約権付社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令または本新株予約権付社

債の社債管理委託契約に別段の定めがある場合を除き、当行の定款所定の新聞紙ならびに東京都

および大阪市で発行する各１種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、

これを省略することができる。 

 (2) 本項第(1)号にかかわらず、当行が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令

に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電

子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当行の定款

所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただし、重複

するものがあるときは、これを省略することができる。）にこれを掲載する。また、社債管理者

が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める

場合には、社債管理者の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種

以上の新聞紙（重複するものがあるときにはこれを省略することができる。）に掲載することに

よりこれを行う。 
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27. 欠缺利札の取扱 

 (1) 本社債の償還または本新株予約権の行使のため提出される本社債券で、支払期日未到来の利札（支

払期日に行使が行われる場合は、その日に支払期日の到来する利札を含む。）に欠缺したものが

あるときは、次のとおりこれを取扱う。 

  ① 本社債の償還の場合、償還金額からその利札面金額に相当する金額を控除してその残額を支払う。

  ② 本新株予約権の行使の場合、行使しようとする社債権者はその利札面金額に相当する金額を第

33 項に定める行使請求受付場所に現金をもって払込むものとする。 

 (2) 前号の利札の所持人は、第 32 項に定める元利金支払事務取扱者にこれを提出して、その利札と引

換えに利札面金額に相当する金額の支払を請求することができる。 

28. 社債権者集会 

 (1) 本新株予約権付社債および本新株予約権付社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）

の新株予約権付社債（以下「本種類の社債」と総称する。）の社債権者集会は、当行または社債

管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集する

旨および会社法第 719 条各号に掲げる事項を公告する。 

 (2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

 (3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は

算入しない。）の 10 分の１以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債の新株

予約権付社債券または社債登録内容証明書を当行または社債管理者に提示したうえ、社債権者集

会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当行または社債管理者に提出して、社債

権者集会の招集を請求することができる。 

29. 申込期間 平成 18 年 12 月５日（火）から平成 18 年 12 月 11 日（月）まで 

30. 

 （新株予約権の割当日） 

払込期日 平成 18 年 12 月 12 日（火） 

31. 登録機関 株式会社みずほコーポレート銀行 

32. 元利金支払事務取扱者 

（元利金支払場所） 

株式会社みずほコーポレート銀行、大和証券エスエムビーシー株式会社、

大和証券株式会社 他 

33. 行使請求受付場所 株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

34. 行使請求取次場所 株式会社みずほコーポレート銀行、大和証券エスエムビーシー株式会社、

大和証券株式会社 他 
 

35. 募集の方法 一般募集 

36. 引受会社 大和証券エスエムビーシー株式会社を主幹事とする引受証券団 

37. 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店 

38. 引受会社の対価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、一般募集における発行

価格と引受会社より当行に払込まれる金額（払込金額）との差額の総額を

引受会社の手取金とする。 

39. 取得格付 Ａ－（株式会社日本格付研究所） 

40. 上場申請の有無 有（株式会社東京証券取引所） 

41. 保管振替機構への同意 平成 18 年 11 月 24 日同意書提出 

42. 上記に定めるものの他、本新株予約権付社債の発行に関し必要な一切の事項の決定については、当行

取締役頭取に一任する。 

43. 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

  以上
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（ご参考） 

 

１．資金使途 

(1) 調達資金の使途 

手取概算額 5,970 百万円につきましては、全額運転資金に充当する予定であります。 

 

(2) 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

 

(3) 業績に与える見通し 

調達資金の手取金全額を運転資金に充当し、有効運用を図ることで当行の収益性、成長性を高める

ものと考えております。また、今回の調達資金により、自己資本比率の 0.8％程度の上昇を見込んで

おります。 

 

２．株主への利益配分等 

(1) 利益配分に関する基本方針 

当行は、引き続き健全経営を推し進めるとともに、お客さまへの更なる利便性や情報等の提供に

より、地域のお取引先の資金需要にきめ細やかに対応することで、安定した収益を確保し、株主の

皆様へ安定した配当を実施していくことを基本方針としております。 

 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

当行は、上記基本方針に基づき、業績の状況や経営環境等を総合的に考慮した上で、配当の決定をし

てまいります。 

 

(3) 過去３決算期間の配当状況 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 

（△は１株当たり当期純損失）
177.85 円 221.48 円 △601.23 円 

１ 株 当 た り 配 当 額 

（内１株当たり中間配当額）

55 円 

（25 円）

55 円 

（25 円） 

60 円 

（30 円）

実 績 配 当 性 向 30.93％ 24.83％ ― 

株 主 資 本 当 期 純 利 益 率 2.6％ 3.1％ △8.4％ 

株 主 資 本 配 当 率 0.8％ 0.7％ 0.9％ 

(注) ① 各決算期の１株当たり当期純利益(又は当期純損失)の算定に当たっては、「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当た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４号)を適用しております。 

 ② 各決算期の株主資本当期純利益率は、当該決算期の当期純利益を株主資本（当該決算期首の資

本の部合計と当該決算期末の資本の部合計の平均）で除した数値であります。 

 ③ 各決算期の株主資本配当率は、当該決算期間の年間配当金総額を株主資本（当該決算期末の資

本の部合計）で除した数値であります。 
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 ④ 平成 16 年３月期の１株当たり配当額のうち５円は創立 75 周年記念配当であります。 

 
３．その他 

(1) 売先指定の有無 

該当事項はありません。 

 

 

目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 



 

(2) 潜在普通株式による希薄化情報等 

今回の資金調達を実施することにより、直近（平成 18 年 10 月末）の発行済普通株式数に対する潜

在普通株式の比率は 13.5％となる見込です。 

(注) ① 潜在普通株式の比率は、商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約権、

及び今回発行する転換社債型新株予約権付社債がすべて権利行使された場合に交付される普

通株式数を直近の発行済普通株式数で除したものです。 

 ② 予想転換価額   ：4,738 円（平成 18 年 11 月 22 日の東証終値 4,600 円の３％アップ） 

発行済普通株式数 ：9,600,020 株（平成 18 年 10 月末現在） 

 

(3) 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 

該当事項はありません。 

② 過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 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

始 値 5,320 円 5,450 円 5,630 円 5,880 円 

高 値 5,580 円 5,860 円 6,450 円 6,020 円 

安 値 4,810 円 4,610 円 4,950 円 4,540 円 

終 値 5,450 円 5,750 円 5,840 円 4,600 円 

株 価 収 益 率 44.32 倍 32.33 倍 26.37 倍 ― 

(注) ① 平成 19 年３月期の株価については、平成 18 年 11 月 22 日現在で表示しております。 

 ② 各決算期の株価収益率は、当該決算期末の株価（終値）を１期前の決算期末の１株当たり当期

純利益で除した数値であります。 

 

(4) その他 
該当事項はありません。 

以上 
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