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「第三者割当による優先株式の発行」及び「定款の一部変更」に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年５月 18 日開催の取締役会において、第三者割当による優先株式の発行を決議い

たしました。また、同取締役会において、上記の「第三者割当による優先株式の発行」に加えて、「定

款の一部変更」を平成 19 年６月 28 日開催予定の定時株主総会に付議することを、下記のとおり決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
Ⅰ．第三者割当による優先株式の発行 

1. 第三回優先株式の概要（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三回優先株式（以下「第三回優先株式」という。） 

② 募集株式の数 10,000 株 

③ 払込金額 1 株につき 50,000 円 

④ 払込金額の総額 500,000,000 円 

⑤ 出資の目的とする財産の内容及び価額 

金銭 500,000,000 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 250,000,000 円 

増加する資本剰余金の額 250,000,000 円 

⑦ 払込期日 2007 年 6 月 29 日 

⑧ 新株券交付日 新株券は不発行の予定。 

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。 

ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ 10,000 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 

第三回優先株主に対しては、普通株主に先立ち、第三回優先株式発行要領（以下、本項に

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三回優

先配当金配当年率に基づき、第三回優先株式の払込金額(50,000 円)に対して 5,000 円を限
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度として配当金（以下「第三回優先配当金」という）を支払う。 

ある事業年度において第三回優先株主に支払われた配当金の合計額が第三回優先配当金の

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、第三回優先株主に

対しては、第三回優先配当金を超えて配当しない。 

⑪ 残余財産分配 

第三回優先株主に対しては、普通株主に先立ち、第三回優先株式 1株につき 50,000 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 

第三回優先株主は、株主総会において議決権を有さない。 

⑬ 単元株式制度 

第三回優先株式の 1単元の株式数は、1株とする。 

⑭ 譲渡制限 

第三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 

第三回優先株主は、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、その有する第三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三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 

第三回優先株主は、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

る第三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、第三回優先株主が取得の請求をした第三回優先株式を取得するのと引換え

に、第三回優先株式１株につき発行要領に定める額の金銭を当該第三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 34,702,350 株 

（普通株式  17,389,850 株） 

（第一回優先株式  5,000,000 株） 

（第二回優先株式 12,312,500 株） 

増資による増加株式数 

第三回優先株式      10,000 株 

増資後発行済株式総数 34,712,350 株 

（普通株式  17,389,850 株） 

（第一回優先株式  5,000,000 株） 

（第二回優先株式 12,312,500 株） 

（第三回優先株式     10,000 株） 
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3.  増資の理由及び資金使途等 

(1) 増資の理由 

当社は、平成 18 年８月４日に公表いたしました「事業再生計画」に基づき、人員削減を

含めた徹底的な経営合理化を推進すると共に、資本増強による財務体質の強化により、企

業価値向上へむけた最大限の取組みを行っております。 

一方、当社を取巻く経営環境は、近年の公共建設投資の逓減傾向等による受注競争のた

め厳しい状況が続いておりますが、国土交通省から平成 18 年 12 月８日に発表された「緊

急公共工事品質確保対策について」によって受注環境の変化も予想されております。 

今回の増資は、当社がこうした事業環境の変化に的確に対応する経営基盤を構築し、更

なるコスト削減、生産性の改善や受注力の強化等をはじめとした施策の推進に向けて早期

の資本増強を図ることを目的として実行するものであります。 

 

(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 

当社の自己資本の充実および財務体質の強化を目的として、第三者割当の方法により新

株式を募集しようとするものであります。 

 払込金額その他募集条件につきましては、当社の財務状態その他の状況を勘案して、妥

当と判断する条件につき、取締役会で決定いたしましたが、取得価額の修正が下方のみに

設定されているため、会社法上、特に有利な価額による募集とされる可能性も否定できな

いことから、株主総会の特別決議にて承認を得ることを条件に、払込金額を決定いたしま

した。 

 

(3) 資金の使途 

営業運転資金に充当すること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（第三回優先株式）は、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時

株主総会及び種類株主（第一回優先株主および第二回優先株主）総会の承認が条件となりま

す。 

 

5.  第一回優先株主による価額調整条項等 

平成 16 年１月 20 日に発行いたしました第一回優先株式に関しましては、第一回優先株式

発行要領(13)⑥B により、同要領に規定する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換

される証券を発行する場合には、転換価額の調整を行うこととなっております。調整後の転

換価額が確定した時点で公表予定であります。 

 

6.  株主への利益配分等 

(1)利益配分に関する基本方針 

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。 

    (2)配当決定に当っての考え方 
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「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あります。 

(3)内部留保金の使途 

現在のところ、誠に不本意ながら留保しうる利益を上げることができておらず、早期に経営

基盤を強化すると共に、着実に利益を確保しうる収益体制を築くことを目指して努力する所存

であります。 

 

7.  業績に与える見通し 

今後の業績に与える影響につきましては、別途同時発表しております「平成 19 年３月期決

算短信」の今期業績予想に織り込み済みであります。 

 

8.  潜在株式による希薄化について 

第三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、現在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、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） 
 
（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あります。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 

 （潜在株式数最小ケース 098,500,000 株） 

 （潜在株式数最大ケース 197,000,000 株）（注） 
 
（注）取得請求期間は平成 18 年 12 月 28 日から平成 22 年 6月 30 日迄となります。また上記の潜在普通

株式数は、取得価額の調整がされていない場合のものであります。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。 

 

第三回優先株式の潜在普通株式数（平成 19 年 6月 30 日以降） 

 （潜在株式数最小ケース 1,506,024 株） 

 （潜在株式数最大ケース 3,012,048 株）（注） 
 
（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あります。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 118,922,125 株） 

 （潜在株式数最大ケース 221,762,996 株）（注） 
 
（注）第一回優先株式及び第二回優先株式ならびに第三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。 
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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         （円） 

年 月 日 増 資 額 
増資後 

資本金 

増資後 

資本準備金 

平成 18 年 12 月 27 日 
440,000,000(注 1)

3,940,000,000(注 2)
3,018,765,450 2,772,191,362

（注１）平成 18年 11月 22日開催の臨時株主総会の決議に基づく普通株式の第三者割当（発

行価格 40 円、資本組入額 20 円）によるものであります。 

（注２）平成 18 年 11 月 22 日開催の臨時株主総会の決議に基づく第二回優先株式の第三者

割当（発行価格 320 円、資本組入額 160 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 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

高 値 191 207 563  432 

安 値 89 120 71  265 

（注１）平成 20 年３月期については、平成 19 年５月 17 日現在で表示しております。 

（注２）平成 18 年 12 月 26 日付にて株式併合（普通株式４株を１株に併合）を実施してお

ります。 

 

10.  割当予定先の概要 

割当予定先の名称 ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ 

割 当 株 数 第三回優先株式 10,000 株 

払 込 金 額 第三回優先株式 500,000,000 円 

 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目２番１号 

割当予定

先の内容
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 

 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 

普通株式    11,000,000 株 

第二回優先株式 12,312,500 株 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

当社との

関 係 

人 的 関 係 
割当予定先の従業員 1 名及び顧問１名が、当社

社外取締役及び当社顧問を兼務しております。

当該株券の保有に関する事項 

割当新株式（第三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得

る予定です。 

（注１） 当社との関係は、平成 19 年５月 18 日現在におけるものであります。 
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（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.  新株式等の継続所有の取り決めに関する事項 

当社は、第三回優先株式（第三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。 

 

 

Ⅱ．定款の一部変更 

1. 定款変更の目的 

定款変更の目的については、以下のとおりです。 

(1)  第三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

総数および単元株式数を定める。 

(2)  第一回優先株式及び第二回優先株式ならびに第三回優先株式との間における優先順位を定

める。（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、本項において「第一回優先株式発行要領」、「第二回優先株式発行要領」という。）の記

載事項も含んでおります。） 

 

2. 定款変更の内容 

現 行 定 款 変 更 案 
(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数) 
第６条 （省 略） 
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｡ 

 
 

(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数) 
第６条 （現行どおり） 
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、第三回優先株式につき10,000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、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． (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、第三回優先株につき1株とする。 

  ２． (現行どおり) 

 

  （新 設） (第三回優先株式) 

第11条の４ 当会社の発行する第三回優先株式の内容

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。）をするときは、第三回優先株式を有

する株主（以下「第三回優先株主」という。）

または第三回優先株式の登録株式質権者（以下

「第三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、第三回優先株式１株につき年5,000円を上

限として、第三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」という。）の決議で定める額の配当金

（以下「第三回優先配当金」という。）を支払

う。 
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現 行 定 款 変 更 案 
   ３．ある事業年度において第三回優先株主又は第三

回優先登録株式質権者に支払われた配当金の

総額が第三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「第三回累積未配当金」という。）。第三

回累積未配当金は、普通株主に対する配当金に

先立って支払われるものとするが、第一回優先

株主及び第二回優先株主への累積未配当金に

は劣後する。 

４．当会社は第三回優先株主又は第三回優先登録株

式質権者に対しては、第三回優先配当金を超え

て配当は行わない。 

５．当会社の残余財産を分配するときは、第三回優

先株主又は第三回優先登録株式質権者に対し

ては、普通株主又は普通登録株式質権者に先立

ち、第三回優先株式１株の払込金額相当額を限

度として支払う。第三回優先株主又は第三回優

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．第三回優先株主は、株主総会において議決権を

有しない。 

７．第三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．第三回優先株主は、当会社に対し、第三回優先

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、

その有する第三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

係る第三回優先株式を取得するのと引換えに、

当該請求をした第三回優先株主に対し、第三回

優先株式１株につき、その払込金額に相当する

額を取得価格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３項に定める金銭の交付を行わな

い。このほか、取得価格、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。 

９．当会社は、前項に定める取得請求権行使し得る

期間中に当該取得請求権の行使がされなかっ

た第三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三回優先株式を

取得するときは、その取得と引換えに、取得す

べき第三回優先株式の株主に対し、第三回優先

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. 第三回優先株主は、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

する第三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

係る第三回優先株式を取得するのと引換に、当

該請求をした第三回優先株主に対し、第三回優

先株式１株につき、その払込金額に相当する額

に相当する額に第三回累積未配当金の額を加

えた額の金銭を交付する。 
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現 行 定 款 変 更 案 
(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｡ 

 

（優先順位） 

第11条の５ 第二回優先配当金は、第一回優先配当金お

よび第三回優先配当金に先立ち、これを支払

う。第一回優先配当金は、第三回優先配当金に

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。 

 

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および

第三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。第二回優先株式にかかる

残余財産の分配は、第三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｡ 

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

ならびに第三回優先株式に係る取得請求権の

行使の各々がなされ、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

先株にかかる取得請求権の行使が、第一回優先

株式にかかる取得請求権の行使および第三回

優先株式にかかる取得請求権の行使に先立ち

なされたものとみなす。 

第一回優先株式にかかる取得請求権の行使は、

第三回優先株式にかかる取得請求権の行使に

先立ち、なされたものとみなす。 

 

 

（第一回優先株式発行要領の変更） 
変 更 前 変 更 後 

（13）普通株式を対価とする取得請求権 

 ⑦ 転換請求受付場所 

   大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 

   ユーエフジェイ信託銀行株式会社 大阪証券代

行部 

(18) 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株式質権者

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｡ 

（13）普通株式を対価とする取得請求権 

 ⑦ 転換請求受付場所 

   大阪市北区堂島浜一丁目1番5号 

   三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

 

(18) 優先順位 

① 剰余金の配当の額 

第一回優先配当金、第二回優先配当金および第三

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、第一回優先配当金を第２順位とし、第

三回優先配当金を第３順位とする。 

 

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株式質権者

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｡ 

 

② 残余財産の分配の優先順位 

第一回優先株式、第二回優先株式および第三回優

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を第１順

位、第二回優先株式に係る残余財産の分配の支払

を第２順位とし、第三回優先株式に係る残余財産

の分配の支払を第３順位とする。 

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｡ 

 

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、第二回

優先株式に係る取得請求権の行使及び第三回優先

株式に係る取得請求権の行使の各々がなされ、そ

の取得請求受付場所への到達が同時又はその先後

が不明の場合は、第二回優先株式に係る取得請求

権の行使を第１順位、第一回優先株に係る取得請

求権の行使を第２順位とし、第三回優先株に係る

取得請求権の行使を第３順位とする。 
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（第二回優先株式発行要領の変更） 
変 更 前 変 更 後 

14.普通株式を対価とする取得請求権 

(2)取得の条件 

 (ホ)取得請求場所 

   大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 

   ユーエフジェイ信託銀行株式会社 大阪証券代

行部 

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。 

14.普通株式を対価とする取得請求権 

 (2)取得の条件 

 (ホ)取得請求場所 

   大阪市北区堂島浜一丁目1番5号 

   三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

 

17.優先順位 

(1) 剰余金の配当の額 

第一回優先配当金、第二回優先配当金および第三回

優先配当金の支払順位は、第二回優先配当金を第１

順位、第一回優先配当金を第２順位とし、第三回優

先配当金を第３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、第二回優先株式および第三回優先

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を第１順位、第

二回優先株式に係る残余財産の分配の支払を第２

順位とし、第三回優先株式に係る残余財産の分配の

支払を第３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。 

 

(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、第二回優

先株式に係る取得請求権の行使及び第三回優先株

式に係る取得請求権の行使の各々がなされ、その取

得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不

明の場合は、第二回優先株式に係る取得請求権の行

使を第１順位、第一回優先株に係る取得請求権の行

使を第２順位とし、第三回優先株に係る取得請求権

の行使を第３順位とする。 

 

 

3. 定款変更の日程 

平成19年5月18日（金）  取締役会決議日 
平成19年6月28日（木） 株主総会決議日 

 

 

 

以 上 



 

 - 10 -  

別紙１ 

第三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三回優先株式（以下「第三回優先株式」という。） 

2. 募集株式の数 

10,000株 

3. 払込金額 
1株につき 50,000円 

4. 払込金額の総額 
500,000,000円 

5. 出資の目的とする財産の内容及び価額 
金銭    500,000,000円 

6. 増加する資本金及び資本剰余金の額 
増加する資本金の額  250,000,000円 
増加する資本剰余金の額   250,000,000円 

7. 払込期日 
平成 19年 6月 29日 

8. 募集方法 
第三者割当ての方法により、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。 

9. 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又は記録された第三回優先株式を有する株主（以下「第三回優先

株主」という。）又は第三回優先株式の登録株式質権者（以下「第三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又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。）又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 16項に定める支払順位に従い、第三回優先株式の払込金額（50,000

円）に対し、下記により事業年度毎に定められる第三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（平成 20 年 3 月 31 日に終了する事業年度にあっては平

成 19年 6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（ただし、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「第三回優先配当金」という。）をする。計算の結果が 5,000

円を超えるときは、第三回優先配当金の額は 5,000円とする。ただし、すでに当該事業年度

に属する日を基準日として第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に配当金（次号
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に定める第三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。 

     第三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又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）又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三回優先株主又は第三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)の第三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「第三回累積未配当金」という。）。第三回累積未配当金

は、普通株主に対する配当金に先立って支払われるものとするが、第一回優先株主及び第

二回優先株主への累積未配当金には劣後する。 

（3） 非参加型 

第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に対しては、第三回優先配当金を超えて

配当は行わない。 

10. 残余財産分配 

第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に対しては、普通株主又は普通登録株式質権

者に先立ち、かつ第 16項に定める支払順位に従い、第三回優先株式１株につき 50,000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、普通株主又は普通登録株式質権

者に全額分配される。 

11. 株主総会における議決権 

第三回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

12. 譲渡制限 

第三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。 

13. 普通株式を対価とする取得請求権 

第三回優先株主は、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、その有する第三回優先株式の全部又は一部につき、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。ただし、本項に基づく第三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
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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（以下に定義される。）

を下回る場合には、(i)本件請求に係る第三回優先株式の数に、(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。）の第三回優先株式のみ、本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効

力が生じる第三回優先株式以外の本件請求に係る第三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三回優先株式以外の本

件請求に係る第三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) 当該取得請
求可能日における発行済第三回優先株式の数、(v)新株予約権（新株予約権付社債に付
されたものを含む。ただし、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。ただし、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、第三回優先株主が当該取得請求可能日に取得を請求

した第三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 

平成 19年 6月 30日から平成 22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、本件請求に係る第三回優先株式を取得したときは、第三回優先株式 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。 
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（イ）当初取得価額 

332円 

（ロ）取得価額の修正 

取得価額は、第三回優先株主が当社に対し第三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、当該時価に修正される（以下

「修正後取得価額」という。）。ただし、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。ただし、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、第三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

れていない第三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) 第三回優先株式発行後、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又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（ただし、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（ただし、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。 
分割前発行済普通株式数 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 × 
分割後発行済普通株式数 

 調整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日又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。ただし、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
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もって次の算式により、取得価額を調整する。 
併合前発行済普通株式数 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 × 
併合後発行済普通株式数 

(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又は当

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、普通株式の

交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（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。）の取得による場合又
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。 
    新たに発行する普通株式の数 (発行済普通株式の数－当社が保有

する普通株式の数) 
＋

調整前取得価額 調整後 
取得価額 

＝ 
調整前 
取得価額 

× 
(発行済普通株式の数ー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 

ただし、本(iii)による取得価額の調整は、第三回優先株式の発行済株式
の総数の過半数を有する第三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、新株予約権若しくはその他の証券又は当社に対

して取得を請求できる株式、新株予約権若しくはその他の証券を発行又

は処分する場合（無償割当ての場合を含む。）又は、(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、新株予約権若

しくはその他の証券又は当社に対して取得を請求できる株式、新株予約

権若しくはその他の証券を発行又は処分する場合（無償割当ての場合を

含む。）、かかる株式、新株予約権若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、発行又は処分される株式、新株予約権若しくはその他の証券

の全てが当初の条件で取得又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。ただし、本(iv)による取得価額の調整は、第三回優先株式の
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発行済株式の総数の過半数を有する第三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
又は普通株式の交付と引換えに取得される株式若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。ただし、本(v)による取得価額の調整は、当
社又は子会社の取締役、監査役若しくは従業員又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、第三回優先株式の発行済株式の総

数の過半数を有する第三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、当社は第三回優先株主及び第三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若しくは一部の承継、又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（ただし、当社が保有する普
通株式の数を除く。）の変更又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、新株予約権又はその他の証券につきその取
得又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。ただ

し、当該株式、新株予約権又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。ただし、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
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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わない。
ただし、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、第三
回優先株主又は第三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 

第三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。 
第三回優先株主が取得請求のために提出した第三回優先株式の払込金額の総額 

普通株式数 ＝ 
取得価額 

ただし、第三回優先株主が取得請求のために提出した第三回優先株式の払込金

額の総額は、第三回優先株式につき、株式分割、株式併合又はこれに類する事

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 

大阪市北区堂島浜一丁目１番５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三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。ただし、第三回

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。 

14. 普通株式を対価とする一斉取得条項 

（1） 当社は、第 13 項（1）に定める取得請求期間中に取得請求のなかった第三回優先株式
の全部又は一部を、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

三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、取得する第三回優先株式の

数を定めるものとする。 

当社は、第三回優先株式の取得の対価として、取得する第三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
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斉取得日を第 13項(2)(ロ)に定める修正日とみなし、第 13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、第三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株主

名簿に記載又は記録された第三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

第三回優先株主に比例配分する方法により、各第三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 13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三回優先株式（当社が保有するものを除く。）が存在する

場合には、当該第三回優先株式の全部又は一部を、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三回優先株式の数及び取得の対価につき、

(1)を準用する。 

15. 現金を対価とする取得請求権 

第三回優先株主は、第 14項(1)の一斉取得日の翌日から平成 24年 6月 30日までの間、そ
の保有する第三回優先株式の全部又は一部について、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、第三回優先株主が取得の請求をした第三回優先株式を取得

するのと引換えに、第三回優先株式 1 株につき下記に定める額の金銭を当該第三回優先株
主に対して交付するものとする。 

第三回優先株式 1 株につき以下に定める額に、第三回累積未配当金相当額を加算した
額とする。 

50,000円（１株当たり払込金額の 100%） 

16. 優先順位 

（1）剰余金の配当の額 

第一回優先配当金、第二回優先配当金および第三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、第一回優先配当金を第 2順位とし、第三回優先配当金を第 3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、第二回優先株式および第三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、第二回優先株式に係る
残余財産の分配の支払いを第 2 順位とし、第三回優先株式に係る残余財産の分配の支払い
を第 3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、第二回優先株式に係る取得請求権の行使及び
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第三回優先株式に係る取得請求権の行使の各々がなされ、その取得請求受付場所への到達

が同時又はその先後が不明の場合は、上記(1)記載の順位同様に、かかる取得請求権の行使
が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、第二回優先株式および第三回優先株式、第一回優先配当

金、第二回優先配当金および第三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。 


