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ジェイサット株式会社 

代表取締役社長 磯崎 澄 

（コード番号：9442 東証第１部） 

問い合わせ先 広報 IR 部 部長 宇佐 日出人 

TEL 03（5219）7778 

 

株式会社スカイパーフェクト･コミュニケーションズ 

代表取締役社長 仁藤 雅夫 

（コード番号：4795 東証第１部） 

問い合わせ先 広報・IR 部 部長 新本 朋斉 

TEL 03（5468）9400 

 

 

株式移転に伴って割当交付する新株予約権についてのお知らせ 
 

 

ジェイサット株式会社（代表取締役社長：磯崎 澄、本社：東京都千代田区、以下「JSAT」といいま

す。）及び株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社

長：仁藤 雅夫、以下「スカパー」といいます。）は、本日開催した両社の臨時株主総会における株式移

転計画についての承認の決議を経て、平成19年1月11日に両社が発表した「株式移転計画作成および株

式移転契約締結についてのお知らせ」に記載のとおり、株式移転に際して、JSAT及びスカパーが既に発

行した下記の各新株予約権の予約権者に対し、当該新株予約権に代わる株式移転設立完全親会社「スカ

パーJSAT株式会社」（以下「スカパーJSAT」といいます。）の新株予約権を交付し、割り当てることを、

確定いたしました。 

 

つきましては、同新株予約権につき、平成19年1月11日の発表を補足し、下記の通りお知らせします。 

 

 

記 

 

対象となる JSAT 及びスカパーの新株予約権と、これに代わるスカパーJSAT の新株予約権に関し、

新株予約権の目的である株式の種類及び数、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、新株

予約権を行使することができる期間等は、以下の表及び別紙の通りです。 
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発行済新株予約

権の名称 

 

同左 

個数 

同左新株予

約権の行使

に際して出

資される財

産の価額 

同左新株予約権を

行使することがで

きる期間 

新株予約権の 

名称 

同左 

個数 

(目的である

普通株式数)

スカパー第1回

新株予約権 

1,644個 105,436円 平成16年12月1日～

平成20年11月30日 

スカパーJSAT第

1回新株予約権 

1,644個

(1,644株)

スカパー第2回

新株予約権 

2,909個 152,000円 平成18年4月1日～

平成22年3月31日 

スカパーJSAT第

2回新株予約権 

2,909個

(2,909株)

スカパー第3回

新株予約権 

1,158個 126,105円 平成18年12月1日～

平成22年11月30日 

スカパーJSAT第

3回新株予約権 

1,158個

(1,158株)

スカパー第4回

新株予約権 

2,522個 85,953円 平成19年8月1日～

平成23年7月31日 

スカパーJSAT第

4回新株予約権 

2,522個

(2,522株)

スカパー第5回

新株予約権 

1,180個 70,256円 平成20年10月1日～

平成24年9月30日 

スカパーJSAT第

5回新株予約権 

1,180個

(1,180株)

JSAT第1回新株

予約権 

1,000個 464,387円 平成17年7月1日～

平成20年6月30日 

スカパーJSAT第

6回新株予約権 

1,000個

(4,000株)

JSAT第2回新株

予約権 

1,000個 340,150円 平成17年7月1日～

平成21年6月30日 

スカパーJSAT第

7回新株予約権 

1,000個

(4,000株)

JSAT第4回新株

予約権 

300個 308,600円 平成19年7月1日～

平成23年6月30日 

スカパーJSAT第

8回新株予約権 

300個

(1,200株)

JSAT第5回新株

予約権 

1,200個 308,600円 平成20年12月22日

～平成23年6月30日

スカパーJSAT第

9回新株予約権 

1,200個

(4,800株)

合計 12,913個  12,913個

（23,413株）

 

＊１ 新株予約権の目的である株式の種類及び数については、本件の株式移転比率を踏まえ、上記

第1回から第5回のスカパーJSAT新株予約権では、新株予約権1個につきスカパーJSAT普通株式

1株、第6回から第9回のスカパーJSAT新株予約権では、新株予約権1個につきスカパーJSAT普

通株式4株となります。 

＊２ 両社が発行している上記新株予約権の数は本日現在のものであり、今後の行使状況より変動

する可能性があり、それに伴い、当該各新株予約権に代わるスカパーJSATの各新株予約権の

数も変動する可能性があります。また、スカパー第4回新株予約権については、当初の発行個

数は2,599個でしたが、付与対象者1名が退職により減少したため、77個失効し、本日現在で

2,522個となっています。 

＊３ 新株予約権を行使できる期間等については、一部変更しております。スカパーJSAT新株予約

権の詳細につきましては、別紙記載の通りです。 

以 上 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

＊ 本件に関するお問合せ先 

ジェイサット株式会社 

広報IR部  TEL:03-5219-7778 FAX:03-5219-7876 

 

株式会社スカイパーフェクト･コミュニケーションズ 

広報・IR 部  TEL:03-5468-9400 FAX:03-5468-9399 
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（別紙） 

「スカパーJSAT第１回新株予約権の内容」 

 

１．会社の商号 

スカパーJSAT 株式会社（以下「当社」という。） 

２．新株予約権の総数 

1,644 個 

上記総数は割当予定数であり、当社の成立の日の前日までに行使された株式会社スカイパーフェク

ト・コミュニケーションズ第１回新株予約権の数を減ずるものとする。 

３．新株予約権の目的である株式の数 
当社普通株式 1,644株 
新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株と

する。 

当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称し

て「合併等」という。）を行う場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、

合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。但し、以上までの調整によ

り生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込

みをすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

行使価額は、金 10 万 5,436 円とする。 

なお、当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割

又は株式の併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

 

 １  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率  

      

また、当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社

法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式

に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価

額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

     新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

 
既発行株式数 ＋

時価 

 

調 整 後
行 使 価 額

＝
調 整 前
行 使 価 額

×
既発行株式数＋新規発行株式数 
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上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替える。 

さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年４月２日から平成 20 年 11 月 30 日まで 

６．新株予約権の行使条件 

① 新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地

位を失った後も、これを行使することができる。但し、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当し

た場合は、その後、新株予約権を行使することができない。 

ⅰ）取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合 

ⅱ）取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタン

ト等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。但し、当社に敵対

する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

ⅲ）禁錮以上の刑に処せられた場合 

ⅳ）従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合 

ⅴ）第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合 

② 新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。 

③（新株予約権の相続） 

ⅰ）新株予約権者が死亡した場合は、本③の規定に従い、相続人がこれを行使することができる（但し、

新株予約権者が、死亡前に、当社に対し、相続人による権利行使を希望しない旨書面により申し出た

場合は、この限りではない。）。新株予約権者が死亡した場合、上記①に定める行使の条件は適用され

ない。 

ⅱ）新株予約権者について相続が発生した場合、新株予約権者の相続人は、相続開始後速やかに、相続

人全員の署名捺印（印鑑登録された印鑑に限る。但し、相続人が外国人の場合、これに代わるものも

認める。）のある当社所定の書式による書面により、次の各事項を届け出なければならない。 

a. 相続開始の年月日 

b. 相続人全員の氏名及び住所（日本国外に居住する相続人がある場合は、その者の日本国内におけ

る連絡先） 

c. 相続人のうち、新株予約権を相続する者の氏名及びそれらの者の相続する新株予約権の数（但し、

新株予約権の個数につき端数を定めることは許されない。） 

ⅲ）新株予約権者の相続人は、前ⅱ）の届出に際し、当社に対し、次の各書面を提出しなければならな

い。 

a. 新株予約権者の除籍謄本 

b. 新株予約権者の相続人が前ⅱ）の書面に署名捺印した者で全員であることを証する戸籍謄本等 

c. 新株予約権者の相続人全員の印鑑登録証明書（相続人が外国人の場合、これに代わるものも認め

る。） 

d. その他、当社の指定する書面 
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ⅳ）新株予約権を相続した新株予約権者の相続人が死亡した場合は、新株予約権者が死亡した場合と同

様に取り扱い、その後も同様とする。 

７．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及び資本準備金に関する事項 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を要する。 

９．新株予約権の取得事由 

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設

分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につ

き当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合）

は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する

ことができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する

新株予約権の一部を定める。 

１０．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転

をする場合の新株予約権の発行及びその条件 

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設

立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継す

る株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新

株予約権を下記の方針にて交付するものとする。但し、下記の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主

総会の承認を受けた場合に限るものとする。 

記 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと

する。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて決定する。 

④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案

のうえ、上記４に準じて決定する。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 
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上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

いずれか遅い日から、上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥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及び資本準備金に関する事項 

上記７に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由 

上記６及び９に準じて決定する。 
１１．新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は発行しない。 

１２．端数の取扱い 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

１３．新株予約権の行使請求受付場所 

当社本店 

１４．新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業部（又は当該銀行の承継銀行の該当店） 

１５．当社の発行可能株式総数 

14,500,000 株 

１６．当社の株主名簿管理人の氏名及び住所並びに営業所 

（1）株主名簿管理人  

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 
    （2）同事務取扱場所 
        東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 
    （3） 同 取 次 所 
        みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 
        みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 
１７．本要項の規定中読替えその他の措置に伴う取扱い 

本要項の規定中、読替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従

い、本要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとす

る。 
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「スカパーJSAT第 2回新株予約権の内容」 

 

１．会社の商号 

スカパーJSAT 株式会社（以下「当社」という。） 

２．新株予約権の総数 

2,909 個 

上記総数は割当予定数であり、当社の成立の日の前日までに行使された株式会社スカイパーフェク

ト・コミュニケーションズ第２回新株予約権の数を減ずるものとする。 

３．新株予約権の目的である株式の数 

当社普通株式 2,909 株 

新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株と

する。 

当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称し

て「合併等」という。）を行う場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、

合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。但し、以上までの調整によ

り生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込

みをすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

行使価額は、金 15 万２千円とする。 

なお、当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割

又は株式の併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

 

 １  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率  

      

また、当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社

法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式

に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価

額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 

     新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

 
既発行株式数 ＋

時価 

 

調 整 後
行 使 価 額

＝
調 整 前
行 使 価 額

×
既発行株式数＋新規発行株式数 
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上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替える。 

さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条

件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年４月２日から平成 22 年３月 31 日まで 

６．新株予約権の行使条件 

① 新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地

位を失った後も、これを行使することができる。但し、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当し

た場合は、その後、新株予約権を行使することができない。 

ⅰ）取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合 

ⅱ）取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタン

ト等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。但し、当社に敵対

する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

ⅲ）禁錮以上の刑に処せられた場合 

ⅳ）従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合 

ⅴ）第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合 

② 新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。 

③（新株予約権の相続） 

ⅰ）新株予約権者が死亡した場合は、本③の規定に従い、相続人がこれを行使することができる（但し、

新株予約権者が、死亡前に、当社に対し、相続人による権利行使を希望しない旨書面により申し出た

場合は、この限りではない。）。新株予約権者が死亡した場合、上記①に定める行使の条件は適用され

ない。 

ⅱ）新株予約権者について相続が発生した場合、新株予約権者の相続人は、相続開始後速やかに、相続

人全員の署名捺印（印鑑登録された印鑑に限る。但し、相続人が外国人の場合、これに代わるものも

認める。）のある当社所定の書式による書面により、次の各事項を届け出なければならない。 

a. 相続開始の年月日 

b. 相続人全員の氏名及び住所（日本国外に居住する相続人がある場合は、その者の日本国内における

連絡先） 

c. 相続人のうち、新株予約権を相続する者の氏名及びそれらの者の相続する新株予約権の数（但し、

新株予約権の個数につき端数を定めることは許されない。） 

ⅲ）新株予約権者の相続人は、前ⅱ）の届出に際し、当社に対し、次の各書面を提出しなければならな

い。 

a. 新株予約権者の除籍謄本 

b. 新株予約権者の相続人が前ⅱ）の書面に署名捺印した者で全員であることを証する戸籍謄本等 

c. 新株予約権者の相続人全員の印鑑登録証明書（相続人が外国人の場合、これに代わるものも認め

る。） 

d. その他、当社の指定する書面 
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ⅳ）新株予約権を相続した新株予約権者の相続人が死亡した場合は、新株予約権者が死亡した場合と同

様に取り扱い、その後も同様とする。 

７．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及び資本準備金に関する事項 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を要する。 

９．新株予約権の取得事由 

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設

分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につ

き当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合）

は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する

ことができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する

新株予約権の一部を定める。 

１０．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転

をする場合の新株予約権の発行及びその条件 

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設

立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継す

る株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新

株予約権を下記の方針にて交付するものとする。但し、下記の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主

総会の承認を受けた場合に限るものとする。 

記 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと

する。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて決定する。 

④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案

のうえ、上記４に準じて決定する。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 
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上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

いずれか遅い日から、上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥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及び資本準備金に関する事項 

上記７に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由 

上記６及び９に準じて決定する。 

１１．新株予約権証券の発行 
新株予約権証券は発行しない。 

１２．端数の取扱い 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

１３．新株予約権の行使請求受付場所 

当社本店 

１４．新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業部（又は当該銀行の承継銀行の該当店） 

１５．当社の発行可能株式総数 

14,500,000 株 

１６．当社の株主名簿管理人の氏名及び住所並びに営業所 

（1）株主名簿管理人  

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 
    （2）同事務取扱場所 
        東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 
    （3） 同 取 次 所 
        みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 
        みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 
１７．本要項の規定中読替えその他の措置に伴う取扱い 

本要項の規定中、読替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣   

旨に従い、本要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるも

のとする。 

― 10 ― 



 

「スカパーJSAT第３回新株予約権の内容」 

 

１．会社の商号 

スカパーJSAT 株式会社（以下「当社」という。） 

２．新株予約権の総数 

1,158 個 

上記総数は割当予定数であり、当社の成立の日の前日までに行使された株式会社スカイパーフェク

ト・コミュニケーションズ第３回新株予約権の数を減ずるものとする。 

３．新株予約権の目的である株式の数 

当社普通株式 1,158 株 

新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株と

する。 

当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称し

て「合併等」という。）を行う場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、

合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。但し、以上までの調整によ

り生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込

みをすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

行使価額は、金 12 万 6,105 円とする。 

なお、当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割

又は株式の併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

 

 １  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率  

      

また、当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社

法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式

に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価

額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
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     新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

 
既発行株式数 ＋

時価 

 

調 整 後
行 使 価 額

＝
調 整 前
行 使 価 額

×
既発行株式数＋新規発行株式数 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替える。 

さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条

件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年４月２日から平成 22 年 11 月 30 日まで 

６．新株予約権の行使条件 

① 新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地

位を失った後も、これを行使することができる。但し、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当し

た場合は、その後、新株予約権を行使することができない。 

ⅰ）取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合 

ⅱ）取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタン

ト等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。但し、当社に敵対

する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

ⅲ）禁錮以上の刑に処せられた場合 

ⅳ）従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合 

ⅴ）第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合 

② 新株予約権者は、以下の(１)又は(２)の区分に従って、割り当てられた新株予約権の一部又は全部を行

使することができる。なお、権利行使可能な新株予約権の数に１個未満の端数が生じた場合は、端数を

切り上げた数とする。 

(１) 平成 19年４月２日から平成 19年 11月 30日までは、割り当てられた新株予約権の数の２分の１

についての権利を行使することができる。 

(２) 平成 19年 12月１日から平成 22年 11月 30日までは、割り当てられた新株予約権の数の全てに

ついて権利を行使することができる。 
③ 新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。 

④（新株予約権の相続） 

ⅰ）新株予約権者が死亡した場合は、本④の規定に従い、相続人がこれを行使することができる（但し、

新株予約権者が、死亡前に、当社に対し、相続人による権利行使を希望しない旨書面により申し出た

場合は、この限りではない。）。新株予約権者が死亡した場合、上記①及び②に定める行使の条件は適

用されない。 

ⅱ）新株予約権者について相続が発生した場合、新株予約権者の相続人は、相続開始後速やかに、相続

人全員の署名捺印（印鑑登録された印鑑に限る。但し、相続人が外国人の場合、これに代わるものも

認める。）のある当社所定の書式による書面により、次の各事項を届け出なければならない。 
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a. 相続開始の年月日 

b. 相続人全員の氏名及び住所（日本国外に居住する相続人がある場合は、その者の日本国内におけ

る連絡先） 

c. 相続人のうち、新株予約権を相続する者の氏名及びそれらの者の相続する新株予約権の数（但し、

新株予約権の個数につき端数を定めることは許されない。） 

ⅲ）新株予約権者の相続人は、前ⅱ）の届出に際し、当社に対し、次の各書面を提出しなければならな

い。 

a. 新株予約権者の除籍謄本 

b. 新株予約権者の相続人が前ⅱ）の書面に署名捺印した者で全員であることを証する戸籍謄本等 

c. 新株予約権者の相続人全員の印鑑登録証明書（相続人が外国人の場合、これに代わるものも認め

る。） 

d. その他、当社の指定する書面 

ⅳ）新株予約権を相続した新株予約権者の相続人が死亡した場合は、新株予約権者が死亡した場合と同

様に取り扱い、その後も同様とする。 

７．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及び資本準備金に関する事項 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を要する。 

９．新株予約権の取得事由 

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設

分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につ

き当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合）

は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する

ことができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する

新株予約権の一部を定める。 

１０．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転

をする場合の新株予約権の発行及びその条件 

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設

立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継す

る株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新

株予約権を下記の方針にて交付するものとする。但し、下記の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主

総会の承認を受けた場合に限るものとする。 
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記 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと

する。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて決定する。 

④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案

のうえ、上記４に準じて決定する。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

いずれか遅い日から、上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥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及び資本準備金に関する事項 

上記７に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由 

上記６及び９に準じて決定する。 
１１．新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は発行しない。 

１２．端数の取扱い 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

１３．新株予約権の行使請求受付場所 

当社本店 

１４．新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業部（又は当該銀行の承継銀行の該当店） 

１５．当社の発行可能株式総数 

14,500,000 株 

１６．当社の株主名簿管理人の氏名及び住所並びに営業所 

（1）株主名簿管理人  

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 
    （2）同事務取扱場所 
        東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 
    （3） 同 取 次 所 
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        みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 
        みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

１７．本要項の規定中読替えその他の措置に伴う取扱い 

本要項の規定中、読替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に

従い、本要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるもの

とする。 
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「スカパーJSAT第４回新株予約権の内容」 

 

１．会社の商号 

スカパーJSAT 株式会社（以下「当社」という。） 

２．新株予約権の総数 

2,522 個 

上記総数は割当予定数であり、当社の成立の日の前日までに行使された株式会社スカイパーフェク

ト・コミュニケーションズ第４回新株予約権の数を減ずるものとする。 

３．新株予約権の目的である株式の数 

当社普通株式 2,522 株 

新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株と

する。 

当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

  

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して

「合併等」という。）を行う場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、

合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。但し、以上までの調整により

生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込

みをすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

行使価額は、金８万 5,953 円とする。 

なお、当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割

又は株式の併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

 

 １  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率  

 

また、当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社

法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式

に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価

額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
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     新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

 
既発行株式数 ＋

時価 

 

調 整 後
行 使 価 額

＝
調 整 前
行 使 価 額

×
既発行株式数＋新規発行株式数 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替える。 

さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条

件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年８月１日から平成 23 年７月 31 日まで 

６．新株予約権の行使条件 

① 新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地

位を失った後も、これを行使することができる。但し、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当し

た場合は、その後、新株予約権を行使することができない。 

ⅰ）取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合 

ⅱ）取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタン

ト等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。但し、当社に敵対

する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

ⅲ）禁錮以上の刑に処せられた場合 

ⅳ）従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合 

ⅴ）第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合 

② 新株予約権者は、以下の(１)又は(２)の区分に従って、割り当てられた新株予約権の一部又は全部を行

使することができる。なお、権利行使可能な新株予約権の数に１個未満の端数が生じた場合は、端数を

切り上げた数とする。 

(１)平成 19年 8月 1日から平成 20年 7月 31日までは、割り当てられた新株予約権の数の２分の１

についての権利を行使することができる。 

(２)平成 20年 8月１日から平成 23年 7月 31日までは、割り当てられた新株予約権の数の全てにつ

いて権利を行使することができる。 
③ 新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。  

④（新株予約権の相続） 

ⅰ）新株予約権者が死亡した場合は、本④の規定に従い、相続人がこれを行使することができる（但し、

新株予約権者が、死亡前に、当社に対し、相続人による権利行使を希望しない旨書面により申し出た

場合は、この限りではない。）。新株予約権者が死亡した場合、上記①及び②に定める行使の条件は適

用されない。 

ⅱ）新株予約権者について相続が発生した場合、新株予約権者の相続人は、相続開始後速やかに、相続

人全員の署名捺印（印鑑登録された印鑑に限る。但し、相続人が外国人の場合、これに代わるものも

認める。）のある当社所定の書式による書面により、次の各事項を届け出なければならない。 
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a. 相続開始の年月日 

b. 相続人全員の氏名及び住所（日本国外に居住する相続人がある場合は、その者の日本国内におけ

る連絡先） 

c. 相続人のうち、新株予約権を相続する者の氏名及びそれらの者の相続する新株予約権の数（但し、

新株予約権の個数につき端数を定めることは許されない。） 

ⅲ）新株予約権者の相続人は、前ⅱ）の届出に際し、当社に対し、次の各書面を提出しなければならな

い。 

a. 新株予約権者の除籍謄本 

b. 新株予約権者の相続人が前ⅱ）の書面に署名捺印した者で全員であることを証する戸籍謄本等 

c. 新株予約権者の相続人全員の印鑑登録証明書（相続人が外国人の場合、これに代わるものも認め

る。） 

d. その他、当社の指定する書面 

ⅳ）新株予約権を相続した新株予約権者の相続人が死亡した場合は、新株予約権者が死亡した場合と同

様に取り扱い、その後も同様とする。 

７．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及び資本準備金に関する事項 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を要する。 

９．新株予約権の取得事由 

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設

分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につ

き当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合）

は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する

ことができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する

新株予約権の一部を定める。 

１０．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転

をする場合の新株予約権の発行及びその条件 

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設

立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継す

る株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新

株予約権を下記の方針にて交付するものとする。但し、下記の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主

総会の承認を受けた場合に限るものとする。 
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記 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと

する。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて決定する。 

④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案

のうえ、上記４に準じて決定する。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

いずれか遅い日から、上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥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及び資本準備金に関する事項 

上記７に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

⑧その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由 

上記６及び９に準じて決定する。 
１１．新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は発行しない。 

１２．端数の取扱い 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

１３．新株予約権の行使請求受付場所 

当社本店 

１４．新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業部（又は当該銀行の承継銀行の該当店） 

１５．当社の発行可能株式総数 

14,500,000 株 

１６．当社の株主名簿管理人の氏名及び住所並びに営業所 

（1）株主名簿管理人  

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 
    （2）同事務取扱場所 
        東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 
    （3） 同 取 次 所 
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        みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 
        みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

１７．本要項の規定中読替えその他の措置に伴う取扱い 

本要項の規定中、読替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従

い、本要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとす

る。 
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「スカパーJSAT第５回新株予約権の内容」 

 

１．会社の商号 

スカパーJSAT 株式会社（以下「当社」という。） 

２．新株予約権の総数 

1,180 個 

上記総数は割当予定数であり、当社の成立の日の前日までに行使された株式会社スカイパーフェク

ト・コミュニケーションズ第５回新株予約権の数を減ずるものとする。 

３．新株予約権の目的である株式の数 

当社普通株式 1,180 株 

新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株と

する。 

当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

  

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して

「合併等」という。）を行う場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、

合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。但し、以上までの調整により

生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込

みをすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

行使価額は、金 7万 256 円とする。 

なお、当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割

又は株式の併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

 

 １  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率  

 

また、当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社

法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式

に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価

額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
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     新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

 
既発行株式数 ＋

時価 

 

調 整 後
行 使 価 額

＝
調 整 前
行 使 価 額

×
既発行株式数＋新規発行株式数 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替える。 

さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条

件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。 

５．新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年 10 月１日から平成 24 年９月 30 日まで 

６．新株予約権の行使条件 

① 新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地

位を失った後も、これを行使することができる。但し、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当し

た場合は、その後、新株予約権を行使することができない。 

ⅰ）取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合 

ⅱ）取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタン

ト等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。但し、当社に敵対

する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

ⅲ）禁錮以上の刑に処せられた場合 

ⅳ）従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合 

ⅴ）第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合 

② 新株予約権者は、以下の(１)又は(２)の区分に従って、割り当てられた新株予約権の一部又は全部を行

使することができる。なお、権利行使可能な新株予約権の数に１個未満の端数が生じた場合は、端数を

切り上げた数とする。 

(１)平成 20年 10月１日から平成 21年９月 30日までは、割り当てられた新株予約権の数の２分の１

についての権利を行使することができる。 

(２)平成 21年 10月１日から平成 24年９月 30日までは、割り当てられた新株予約権の数の全てにつ

いて権利を行使することができる。 
③ 新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。 

④（新株予約権の相続） 

ⅰ）新株予約権者が死亡した場合は、本④の規定に従い、相続人がこれを行使することができる（但し、

新株予約権者が、死亡前に、当社に対し、相続人による権利行使を希望しない旨書面により申し出た

場合は、この限りではない。）。新株予約権者が死亡した場合、上記①及び②に定める行使の条件は適

用されない。 

ⅱ）新株予約権者について相続が発生した場合、新株予約権者の相続人は、相続開始後速やかに、相続

人全員の署名捺印（印鑑登録された印鑑に限る。但し、相続人が外国人の場合、これに代わるものも

認める。）のある当社所定の書式による書面により、次の各事項を届け出なければならない。 
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a. 相続開始の年月日 

b. 相続人全員の氏名及び住所（日本国外に居住する相続人がある場合は、その者の日本国内におけ

る連絡先） 

c. 相続人のうち、新株予約権を相続する者の氏名及びそれらの者の相続する新株予約権の数（但し、

新株予約権の個数につき端数を定めることは許されない。） 

ⅲ）新株予約権者の相続人は、前ⅱ）の届出に際し、当社に対し、次の各書面を提出しなければならな

い。 

a. 新株予約権者の除籍謄本 

b. 新株予約権者の相続人が前ⅱ）の書面に署名捺印した者で全員であることを証する戸籍謄本等 

c. 新株予約権者の相続人全員の印鑑登録証明書（相続人が外国人の場合、これに代わるものも認め

る。） 

d. その他、当社の指定する書面 

ⅳ）新株予約権を相続した新株予約権者の相続人が死亡した場合は、新株予約権者が死亡した場合と同

様に取り扱い、その後も同様とする。 

７．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及び資本準備金に関する事項 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を要する。 

９．新株予約権の取得事由 

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設

分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につ

き当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合）

は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する

ことができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する

新株予約権の一部を定める。 

１０．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転

をする場合の新株予約権の発行及びその条件 

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移

転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設

立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継す

る株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新

株予約権を下記の方針にて交付するものとする。但し、下記の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主

総会の承認を受けた場合に限るものとする。 
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記 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと

する。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて決定する。 

④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案

のうえ、上記４に準じて決定する。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

いずれか遅い日から、上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥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及び資本準備金に関する事項 

上記７に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 
⑧その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由 
上記６及び９に準じて決定する。 

１１．新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は発行しない。 

１２．端数の取扱い 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

１３．新株予約権の行使請求受付場所 

当社本店 

１４．新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業部（又は当該銀行の承継銀行の該当店） 

１５．当社の発行可能株式総数 

14,500,000 株 

１６．当社の株主名簿管理人の氏名及び住所並びに営業所 

（1）株主名簿管理人  

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 
    （2）同事務取扱場所 
        東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
        みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 
    （3） 同 取 次 所 
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        みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 
        みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

１７．本要項の規定中読替えその他の措置に伴う取扱い 
本要項の規定中、読替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従

い、本要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとす

る。 
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「スカパーJSAT 第６回新株予約権の内容」 

 

１．新株予約権の名称 

スカパーJSAT株式会社(以下｢当社｣という。)第６回新株予約権 

２．新株予約権の行使の際の払込取り扱い場所 

株式会社三井住友銀行 本店営業部  

住所：東京都千代田区有楽町１-１-２ 

（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店） 

３．新株予約権の行使請求受付場所 

当社本店 

４．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式4,000株とする。但し、当社の成立の日の前日までに行使されたJSAT株式会社第１回新株予約権

の数に 4 を乗じた数を減じるものとする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率 

 

５．新株予約権の総数 

1,000 個とする。但し、当社の成立の日の前日までに行使された JSAT 株式会社第１回新株予約権の数を減じる

ものとする（新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、4株とする。但し、上記4に定める株式の数の調整を行

った場合は、同様の調整を行うものとする。）。 

６．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権 1個当りの払込金額は、1株当りの払込金額である金 116,097 円に、上記 4に定める新株予約

権 1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。 

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時を

もって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
１ 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額  ×  
株式分割・株式併合の比率 

 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合（会社法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の

一部を改正する等の法律」（平成 13 年法律第 79 号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普

通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調

整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 
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新規発行株式数×1株あたりの払込金額 

既発行株式数＋
新規発行前の株価 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。 

７．新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年４月２日から平成 20 年６月 30 日までとする。 

８．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及び資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 

９．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利の行使時において当社又は当社関係

会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位にあることを要するものとする。但し、任期満了による退任、定

年退職、転籍、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

② a.  新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。

但し、当該相続人の範囲は２親等内とする。また、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、

相続人による権利行使を希望しない旨を申出た場合は、この限りでない。 

b. 新株予約権を相続した新株予約権者の相続人(以下「権利承継者」という)は、相続開始日から１０ヶ月以内

に当社所定の手続に従って、新株予約権を相続したことを届け出なければならない。新株予約権を共同し

て相続した場合には、その全員が共同して、相続開始日から１０ヶ月以内に、代表相続人を選定し当社所

定の手続に従って新株予約権を共同して相続したことを届け出なければならない。 

c. 相続の対象となる新株予約権の個数が複数である場合には、相続人は新株予約権を分割して相続するこ

とができる。この場合、上記b.に定める代表相続人の選定は要せず、分割を受けた各相続人を権利承継者

とする。但し、分割の結果、１個未満となる新株予約権は切り捨てるものとする。 

d. 権利承継者は、住所等の届出事項に変更が生じた場合、当社所定の書面によりその旨を速やかに当社に

届出なければならない。 

e. 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない（二次相続は認めな

い）ものとする。 

③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

④ 新株予約権者は、新株予約権の行使に関し、次の各号の制約を受けるものとする。 

a. 権利行使にかかる年間（暦年）の払込金の合計額が 1,200 万円を超えないこと。但し、本 a.でいう年間（暦

年）とは毎年１月１日（平成 19 年に限り 4月 2日）に始まり 12 月 31 日（平成 20 年に限り６月 30 日）に終了

する期間とする。 

b. 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の新株予約権者本人名義の株式保護預り口座

に保護預りされること。 
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⑤ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、上記 7 所定の権利行使期間中といえども、新株予約

権を行使することができない。 

a. 禁錮以上の刑に処せられた場合。 

b. 新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨解雇の制裁を受けた

場合。 

c. 新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位を辞した場合。但

し、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この

限りではない。 
d. 新株予約権者が当社以外の当社と競合する衛星通信事業又は衛星放送事業を目的とする会社の役職員

に就任した場合（当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く） 

e. 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申出た場合 

１０．新株予約権の取得の条件 

① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換

契約書又は株式移転の議案について当社株主総会の承認決議がなされた場合は、当社取締役会が別途定

める日が到来したときに、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、新株予約権者が上記９に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会

が別途定める日が到来したときに、当該新株予約権を無償で取得することができる。 

１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

１２．当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権

を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記４に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整

した再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額と

する。 
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⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

 上記７に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記７に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 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及び資本準備金に関する事項 

 上記８に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧ 新株予約権の取得条項 

上記 10 に準じて決定する。 

１３．新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 
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「スカパーJSAT 第７回新株予約権の内容」 

 

１．新株予約権の名称 

スカパーJSAT株式会社(以下｢当社｣という。)第７回新株予約権 

２．新株予約権の行使の際の払込取り扱い場所 

株式会社三井住友銀行 本店営業部  

住所：東京都千代田区有楽町１-１-２ 

（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店） 
３．新株予約権の行使請求受付場所 

  当社本店 

４．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式4,000株とする。但し、当社の成立の日の前日までに行使されたJSAT株式会社第２回新株予約権

の数に４を乗じた数を減じるものとする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率 

 

５．新株予約権の総数 

1,000 個とする。但し、当社の成立の日の前日までに行使された JSAT 株式会社第２回新株予約権の数を減じる

ものとする（新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、４株とする。但し、上記４に定める株式の数の調整を行

った場合は、同様の調整を行うものとする。）。 

６．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権 1 個当りの払込金額は、1 株当りの払込金額である金 85,038 円に、上記 4 に定める新株予約

権 1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。 

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時を

もって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
１ 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額  ×  
株式分割・株式併合の比率 

 
 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合（会社法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の

一部を改正する等の法律」（平成 13 年法律第 79 号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普

通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調

整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

 

― 30 ― 



 
新規発行株式数×1株あたりの払込金額 

既発行株式数＋
新規発行前の株価 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。 

７．新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年４月２日から平成 21 年６月 30 日までとする。 

８．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及び資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 

９．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利の行使時において当社又は当社関係

会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位にあることを要するものとする。但し、任期満了による退任、定

年退職、転籍、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

② a.  新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。

但し、当該相続人の範囲は２親等内とする。また、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、

相続人による権利行使を希望しない旨を申出た場合は、この限りでない。 

b. 新株予約権を相続した新株予約権者の相続人(以下「権利承継者」という)は、相続開始日から 10 ヶ月以内

に当社所定の手続に従って、新株予約権を相続したことを届け出なければならない。新株予約権を共同し

て相続した場合には、その全員が共同して、相続開始日から 10 ヶ月以内に、代表相続人を選定し当社所

定の手続に従って新株予約権を共同して相続したことを届け出なければならない。 

c. 相続の対象となる新株予約権の個数が複数である場合には、相続人は新株予約権を分割して相続するこ

とができる。この場合、上記b.に定める代表相続人の選定は要せず、分割を受けた各相続人を権利承継者

とする。但し、分割の結果、１個未満となる新株予約権は切り捨てるものとする。 

d. 権利承継者は、住所等の届出事項に変更が生じた場合、当社所定の書面によりその旨を速やかに当社に

届出なければならない。 

e. 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない（二次相続は認めな

い）ものとする。 

③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

④ 新株予約権者は、新株予約権の行使に関し、次の各号の制約を受けるものとする。 

a. 権利行使にかかる年間（暦年）の払込金の合計額が 1,200 万円を超えないこと。但し、本 a.でいう年間（暦

年）とは毎年１月１日（平成 19 年に限り 4月 2日）に始まり 12 月 31 日（平成 21 年に限り６月 30 日）に終了

する期間とする。 

b. 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の新株予約権者本人名義の株式保護預り口座

に保護預りされること。 
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⑤ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、上記 7 所定の権利行使期間中といえども、新株予約

権を行使することができない。 

a. 禁錮以上の刑に処せられた場合。 

b. 新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨解雇の制裁を受けた

場合。 

c. 新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位を辞した場合。但し、

任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限り

ではない。 
d. 新株予約権者が当社以外の当社と競合する衛星通信事業又は衛星放送事業を目的とする会社の役職員

に就任した場合（当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く） 

e. 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申出た場合 

１０．新株予約権の取得の条件 

① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換

契約書又は株式移転の議案について当社株主総会の承認決議がなされた場合は、当社取締役会が別途定

める日が到来したときに、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、新株予約権者が上記９に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会

が別途定める日が到来したときに、当該新株予約権を無償で取得することができる。 

１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

１２．当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権

を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記４に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整

した再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額と

する。 
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⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

 上記７に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記７に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 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及び資本準備金に関する事項 

 上記８に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧ 新株予約権の取得条項 

    上記 10 に準じて決定する。 

１３．新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 
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「スカパーJSAT 第８回新株予約権の内容」 

 

１．新株予約権の名称 

スカパーJSAT株式会社(以下｢当社｣という。)第８回新株予約権 

２．新株予約権の行使の際の払込取り扱い場所 

株式会社三井住友銀行 本店営業部  

住所：東京都千代田区有楽町１-１-２ 

（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店） 

３．新株予約権の行使請求受付場所 

当社本店 

４．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 1,200 株とする。 

なお、当社が合併、会社分割、株式分割又は株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場

合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 

５．新株予約権の総数 

300 個とする。（新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、４株とする。但し、上記４に定める株式の数の調整

を行った場合は、同様の調整を行うものとする。） 

６．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権 1 個当りの払込金額は、1 株当りの払込金額である金 77,150 円に、上記 4 に定める新株予約

権 1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。 

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時を

もって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
１ 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額  ×  
株式分割・株式併合の比率 

 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合（会社法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の

一部を改正する等の法律」（平成 13 年法律第 79 号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普

通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調

整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

新規発行株式数×1株あたりの払込金額 
既発行株式数＋

新規発行前の株価 
調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 
 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。 
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７．新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年 12 月 22 日から平成 23 年６月 30 日までとする。 

８．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及び資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 

９．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利の行使時において当社又は当社関係

会社の取締役、監査役又は顧問の地位にあることを要するものとする。但し、任期満了による退任、その他正

当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

② a.  新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。

但し、当該相続人の範囲は２親等内とする。また、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、

相続人による権利行使を希望しない旨を申出た場合は、この限りでない。 

b. 新株予約権を相続した新株予約権者の相続人(以下「権利承継者」という)は、相続開始日から 10 ヶ月以内

に当社所定の手続に従って、新株予約権を相続したことを届け出なければならない。新株予約権を共同し

て相続した場合には、その全員が共同して、相続開始日から 10 ヶ月以内に、代表相続人を選定し当社所

定の手続に従って新株予約権を共同して相続したことを届け出なければならない。 

c. 相続の対象となる新株予約権の個数が複数である場合には、相続人は新株予約権を分割して相続するこ

とができる。この場合、上記b.に定める代表相続人の選定は要せず、分割を受けた各相続人を権利承継者

とする。但し、分割の結果、１個未満となる新株予約権は切り捨てるものとする。 

d. 権利承継者は、住所等の届出事項に変更が生じた場合、当社所定の書面によりその旨を速やかに当社に

届出なければならない。 

e. 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない（二次相続は認めな

い）ものとする。 

③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

④ 新株予約権者は、新株予約権の行使に関し、次の各号の制約を受けるものとする。 

a. 権利行使にかかる年間（暦年）の払込金の合計額が 1,200 万円を超えないこと。但し、本 a.でいう年間（暦

年）とは毎年１月１日（平成 20 年に限り 12 月 22 日）に始まり 12 月 31 日（平成 23 年に限り６月 30 日）に終

了する期間とする。 

b. 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の新株予約権者本人名義の株式保護預り口座

に保護預りされること。 

⑤ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、上記７所定の権利行使期間中といえども、新株予約

権を行使することができない。 

a. 禁錮以上の刑に処せられた場合。 

b. 新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨解雇の制裁を受けた

場合。 

c. 新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は顧問の地位を辞した場合。但し、任期
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満了による退任、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。 
d. 新株予約権者が当社以外の当社と競合する衛星通信事業又は衛星放送事業を目的とする会社の役職員

に就任した場合（当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く） 

e. 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申出た場合 

１０．新株予約権の取得の条件 

① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換

契約書又は株式移転の議案について当社株主総会の承認決議がなされた場合は、当社取締役会が別途定

める日が到来したときに、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、新株予約権者が上記９に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会

が別途定める日が到来したときに、当該新株予約権を無償で取得することができる。 

１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

１２．当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権

を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記４に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整

した再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額と

する。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

 上記７に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記 7に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 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及び資本準備金に関する事項 

 上記８に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 
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⑧ 新株予約権の取得条項 

   上記 10 に準じて決定する。 

１３．新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 
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「スカパーJSAT 第９回新株予約権の内容」 

 

１．新株予約権の名称 

スカパーJSAT株式会社(以下｢当社｣という。)第９回新株予約権 

２．新株予約権の行使の際の払込取り扱い場所 

株式会社三井住友銀行 本店営業部  

住所：東京都千代田区有楽町 1-1-2 

（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店） 

３．新株予約権の行使請求受付場所 

当社本店 

４．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 4,800 株とする。 

なお、当社が合併、会社分割、株式分割又は株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場

合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 

５．新株予約権の総数 

1,200 個とする。（新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、４株とする。但し、上記４に定める株式の数の調

整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。） 

６．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権 1 個当りの払込金額は、1 株当りの払込金額である金 77,150 円に、上記 4 に定める新株予約

権 1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。 

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時を

もって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
１ 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額  ×  
株式分割・株式併合の比率 

 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合（会社法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の

一部を改正する等の法律」（平成 13年法律第 79号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普

通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社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。）の転換又は行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調

整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

新規発行株式数×1株あたりの払込金額 
既発行株式数＋

新規発行前の株価 
調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 
 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。 
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７．新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年 12 月 22 日から平成 23 年６月 30 日までとする。 

８．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及び資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 

９．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利の行使時において当社又は当社関係会

社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位にあることを要するものとする。但し、任期満了による退任、定年

退職、転籍、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

② a.  新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。

但し、当該相続人の範囲は２親等内とする。また、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、

相続人による権利行使を希望しない旨を申出た場合は、この限りでない。 

b. 新株予約権を相続した新株予約権者の相続人(以下「権利承継者」という)は、相続開始日から 10 ヶ月以内

に当社所定の手続に従って、新株予約権を相続したことを届け出なければならない。新株予約権を共同し

て相続した場合には、その全員が共同して、相続開始日から 10 ヶ月以内に、代表相続人を選定し当社所

定の手続に従って新株予約権を共同して相続したことを届け出なければならない。 

c. 相続の対象となる新株予約権の個数が複数である場合には、相続人は新株予約権を分割して相続するこ

とができる。この場合、上記b.に定める代表相続人の選定は要せず、分割を受けた各相続人を権利承継者

とする。但し、分割の結果、１個未満となる新株予約権は切り捨てるものとする。 

d. 権利承継者は、住所等の届出事項に変更が生じた場合、当社所定の書面によりその旨を速やかに当社に

届出なければならない。 

e. 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない（二次相続は認めな

い）ものとする。 

③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

④ 新株予約権者は、新株予約権の行使に関し、次の各号の制約を受けるものとする。 

a. 権利行使にかかる年間（暦年）の払込金の合計額が 1,200 万円を超えないこと。但し、本 a.でいう年間（暦

年）とは毎年１月１日（平成 20 年に限り 12 月 22 日）に始まり 12 月 31 日（平成 23 年に限り６月 30 日）に終

了する期間とする。 

b. 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の新株予約権者本人名義の株式保護預り口座

に保護預りされること。 

⑤ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、上記７所定の権利行使期間中といえども、新株予約

権を行使することができない。 

a. 禁錮以上の刑に処せられた場合。 

b. 新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨解雇の制裁を受けた

場合。 

c. 新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位を辞した場合。但
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し、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この

限りではない。 
d. 新株予約権者が当社以外の当社と競合する衛星通信事業又は衛星放送事業を目的とする会社の役職員

に就任した場合（当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く） 

e. 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申出た場合 

１０．新株予約権の取得の条件 

① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換

契約書又は株式移転の議案について当社株主総会の承認決議がなされた場合は、当社取締役会が別途定

める日が到来したときに、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、新株予約権者が上記９に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会

が別途定める日が到来したときに、当該新株予約権を無償で取得することができる。 

１１．譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

１２．当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権

を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記４に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整

した再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額と

する。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

 上記７に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記７に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑥ 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及び資本準備金に関する事項 

 上記８に準じて決定する。 
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⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧ 新株予約権の取得条項 

   上記 10 に準じて決定する。 

１３．新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 ― 41 ―


