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第三者割当による優先株式の有利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９月３日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による優先株式

（株式会社グッドマン第１回Ａ種優先株式、以下「Ａ種優先株式」といいます。）の有利発行及び当該

発行に必要な定款の一部変更を行うことについて決議するとともに、割当先となるＤＢＪコーポレート

投資事業組合（日本政策投資銀行の傘下のファンド）との間で株式引受契約を締結いたしましたので、

お知らせいたします。なお、Ａ種優先株式の有利発行及び定款の一部変更につきましては、平成 19年

９月 27日開催予定の当社定時株主総会において承認可決されることが効力発生の条件となります。 

 

記 

 

Ⅰ 第三者割当による優先株式の有利発行 

「株式会社グッドマン第１回Ａ種優先株式」発行要項 

 

１．募集株式の種類 株式会社グッドマン 第１回Ａ種優先株式 

２．募集株式の数 1,000,000株 

３．払込金額 １株につき3,000円 

４．払込金額の総額 3,000,000,000円 

５．増加する資本金の額 1,500,000,000円（１株につき1,500円） 

６．増加する資本準備金

の額 

1,500,000,000円（１株につき1,500円） 

７．払込期日 平成19年９月28日（金曜日） 

８．割当先/株式数 ＤＢＪコーポレート投資事業組合に全株割当 
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【Ａ種優先株式の内容】 

９．剰余金の配当  

（１）期末配当の基準日 各事業年度末日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する

株主又は登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当（期末配当）をす

ることができる。 

（２）中間配当の基準日 取締役会の決議により、毎年12月末日の 終の株主名簿に記載又は記録された

株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第５項に定める金銭による

剰余金の配当（中間配当）をすることができる。 

（３）期末配当及び中間

配当以外の期中における

優先配当の基準日 

当会社は、期末配当及び中間配当のほか、基準日を定めて金銭による剰余金の

配当をすることができる。 

（４）優先配当金 ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基

準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下

「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種

優先登録株式質権者」という。）に対して、基準日の 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。）及び普通株

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、Ａ種

優先株式１株につき、下記９．（５）に定める額の配当金（以下「Ａ種優先配

当金」という。）を金銭にて支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属す

る事業年度中の、当該剰余金の配当の基準日以前の日を基準日として剰余金を

配当したときは、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基

準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がＡ種優先株式を

取得した場合、当該Ａ種優先株式につき当該基準日にかかる剰余金の配当を行

うことを要しない。 

（５）優先配当金の額 Ａ種優先株式１株あたりのＡ種優先配当金の額は、Ａ種優先株式の１株あたり

の払込金額に年率５％を乗じて算出した金額（当該剰余金の配当の基準日の属

する事業年度の初日（但し、当該剰余金の配当の基準日が平成20年６月末日に

終了する事業年度に属する場合は、払込期日とする。）（いずれも同日を含

む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につ

き、１年365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第３

位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）とする。 

（６）累積条項 ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して行う

１株あたりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするＡ種

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する。

累積した不足額（以下「Ａ種累積未払配当金」という。）については、当該翌

事業年度以降、Ａ種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対す

る剰余金の配当に先立ち、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して
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配当する。 

 

（７）非参加条項 Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先配当金を超えて

剰余金の配当を行わない。 

10．残余財産の分配  

（１）残余財産の分配 当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又

はＡ種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先

立って、Ａ種優先株式１株あたり、下記10.（２）に定める金額を支払う。 

（２） 残余財産分配額  

 ①基本残余財産分配額 Ａ種優先株式１株あたりの残余財産分配額は、下記 13.（２）①に定める基本

償還価額算式（但し、基本償還価額算式における「Ａ種償還請求日」は「残余

財産分配日」（残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。）と読み替えて

適用する。）によって計算される基本償還価額相当額（以下「基本残余財産分

配額」という。）とする。 

 ②控除価額 上記10．（２）①に拘らず、残余財産分配日までの間に支払われたＡ種優先配

当金（以下「解散前支払済Ａ種優先配当金」という。）が存する場合には、Ａ

種優先株式１株あたりの残余財産分配価額は、下記13．（２）②に定める控除

価額算式（但し、控除価額算式における「Ａ種償還請求日」「償還請求前支払

済Ａ種優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済Ａ種優先

配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額を、上記10.

（２）①に定める基本残余財産分配額から控除して調整される。なお、解散前

支払済Ａ種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済

Ａ種優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記10．

（２）①に定める基本残余財産分配額から控除する。 

（３）非参加条項 Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配

を行わない。 

11．譲渡制限  

 譲渡によるＡ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要す

る。 

12．議決権  

 Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議

決権を有しない。 

但し、Ａ種優先株主は、２事業年度連続してＡ種優先配当金を支払う旨の議案

が定時株主総会に提出されない場合又はその議案が否決された場合、当該２事

業年度のうち 終事業年度に関する定時株主総会の終結のときよりＡ種累積未

払配当金相当額を含めたＡ種優先配当金の全部の支払いを受ける旨の剰余金処

分議案決議がなされるときまで、Ａ種優先株式１株につき１個の株主総会にお

ける議決権を有する。 
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13．現金対価の取得請求

権（償還請求権） 

 

（１）償還請求権の内容 Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者は、平成22年10月１日以降、当会社

に対して現金を対価としてＡ種優先株式を取得することを請求（以下「Ａ種償

還請求」という。）することができる。この場合、当会社は、Ａ種優先株式１

株を取得するのと引換えに、当該Ａ種償還請求の日（以下「Ａ種償還請求日」

という。）における分配可能額の７割を限度として、当該Ａ種優先株主又はＡ

種優先登録株式質権者に対して、下記13.（２）に定める金額の金銭を交付す

る。なお、Ａ種償還請求日における分配可能額の７割を超えて、Ａ種優先株主

又はＡ種優先登録株式質権者からＡ種優先株式の取得の請求が行われた場合、

取得すべきＡ種優先株式は、抽選、取得の請求が行われたＡ種優先株式の数に

応じた比例按分その他の方法により決定する。 

（２）償還価額  

 ①基本償還価額 Ａ種優先株式１株あたりの償還価額は、次の算式に従って計算される基本償還

価額とする。 

 

（基本償還価額算式） 

 基本償還価額＝3,000×（1＋0.09）m×(1＋0.09)n 

 

基本償還価額算式における「m」は、（ａ）払込期日からその１年後の応当日の

前日までの日をＡ種償還請求日とする場合は０とし、（ｂ）その後の日をＡ種

償還請求日とする場合には、払込期日から直前払込期日応当日までの経過年数

（正の整数）とする。「直前払込期日応当日」とは、毎年の払込期日に応当す

る日（以下「払込期日応当日」という。）のうち、Ａ種償還請求日の直前の払

込期日応当日をいう（Ａ種償還請求日が払込期日応当日と同じ日である場合に

は、Ａ種償還請求日を直前払込期日応当日とする。）。 

基本償還価額算式における「n」は、「残余日数」（以下に定義する。）を 365 で

除した数とする（小数第４位まで算出し、その小数第４位を切り捨てる）。「残

余日数」とは、上記（ａ）の場合には払込期日（同日を含む。）からＡ種償還

請求日（同日を含む。）までの実日数とし、上記（ｂ）の場合には直前払込期

日応当日の翌日（同日を含む。）からＡ種償還請求日（同日を含む。）までの実

日数とする。 

 ②控除価額 上記 13．（２）①に拘らず、Ａ種償還請求日までの間に支払われたＡ種優先配

当金（以下「償還請求前支払済Ａ種優先配当金」という。）が存する場合に
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は、Ａ種優先株式１株あたりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額

を上記 13．（２）①に定める基本償還価額から控除して調整される。なお、償

還請求前支払済Ａ種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還

請求前支払済Ａ種優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額

を上記 13．（２）①に定める基本償還価額から控除する。 

 

（控除価額算式） 

控除価額＝償還請求前支払済Ａ種優先配当金×（1＋0.09）x×（1＋0.09）y 

 

控除価額算式における「x」は、（ａ）償還請求前支払済Ａ種優先配当金の支払

日からその１年後の応当日の前日までの日をＡ種償還請求日とする場合は０と

し、（ｂ）その後の日をＡ種償還請求日とする場合には、償還請求前支払済Ａ

種優先配当金の支払日から直前配当日応当日までの経過年数（正の整数）とす

る。「直前配当日応当日」とは、毎年の償還請求前支払済Ａ種優先配当金の基

準日に応当する日（以下「配当日応当日」という。）のうち、Ａ種償還請求日

の直前の配当日応当日をいう（Ａ種償還請求日が配当日応当日と同じ日である

場合には、Ａ種償還請求日を直前配当日応当日とする。）。 

控除価額算式における「y」は、「残余日数」（以下に定義する。）を 365 で除し

た数とする（小数第４位まで算出し、その小数第４位を切り捨てる）。「残余日

数」とは、上記（ａ）の場合には償還請求前支払済Ａ種優先配当金の支払日の

翌日（同日を含む。）からＡ種償還請求日（同日を含む。）までの実日数とし、

上記（ｂ）の場合には直前払込期日応当日の翌日（同日を含む。）からＡ種償

還請求日（同日を含む。）までの実日数とする。 

14.現金対価の取得条項

（強制償還） 

 

（１）強制償還の内容 当会社は、払込期日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日が到来し

たときは、当該日の到来をもって、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者

の意思に拘わらず、当会社がＡ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換

えに、当該日における分配可能額を限度として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登

録株式質権者に対して、下記 14．（２）に定める金額の金銭を交付することが

できる（この規定によるＡ種優先株式の取得日を、以下「Ａ種強制償還日」と

いう。）。なお、一部取得を行うにあたり、取得するＡ種優先株式は、抽選、比

例按分その他の方法により決定する。 

（２）強制償還価額  

 ①基本強制償還価額 Ａ種優先株式１株あたりの強制償還価額は、上記 13.（２）①に定める基本償

還価額算式（但し、基本償還価額算式における「Ａ種償還請求日」は「Ａ種強

制償還日」と読み替えて適用する。）によって計算される基本償還価額相当額

（但し、払込期日から平成 20年９月 30 日までに強制償還が行われる場合は、

Ａ種優先株式の１株あたりの払込金額に年率１％を乗じて算出した金額（払込
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期日（同日を含む。）からＡ種償還請求日（同日を含む。）までの期間の実日数

につき、１年 365 日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数

第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を上記基本償還価額相

当額に加算した金額とする。）（以下「基本強制償還価額」という。）とする。

 

 ②控除価額 上記14.（２）①に拘らず、Ａ種強制償還日までの間に支払われたＡ種優先配

当金（以下「強制償還前支払済Ａ種優先配当金」という。）が存する場合に

は、Ａ種優先株式１株あたりの強制償還価額は、上記13．（２）②に定める控

除価額算式（但し、控除価額算式における「Ａ種償還請求日」「償還請求前支

払済Ａ種優先配当金」は、それぞれ「Ａ種強制償還日」「強制償還前支払済Ａ

種優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額を、上

記14．（２）①に定める基本強制償還価額から控除して調整される。なお、強

制償還前支払済Ａ種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制

償還前支払済Ａ種優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額

を上記14．（２）①に定める基本強制償還価額から控除する。 

15．普通株式対価の取得

請求権（転換予約権） 

 

（１）転換予約権の内容 Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者は、下記 15．（３）に定める期間中

において、当会社がＡ種優先株式を取得するのと引換えに、Ａ種優先株式１株

につき下記 15．（４）に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株

式を交付することを請求（以下「転換請求」という。）することができる。な

お、当会社がある株主に対してＡ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社

の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、会社法第

167 条第３項に従いこれを取り扱う。 

（２）転換請求の制限 上記 15．（１）に拘らず、転換請求の日（以下「Ａ種転換請求日」という。）

において、剰余授権株式数（本（２）においては、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）Ａ種優先

株主又はＡ種優先登録株式質権者が当該Ａ種転換請求日に転換請求したＡ種優

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位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。ま

た、０を下回る場合は０とする。）のＡ種優先株式についてのみ、当該Ａ種優

先株主又はＡ種優先登録株式質権者の転換請求に基づくＡ種優先株式の取得の

効力が生じるものとし、取得の効力が生じるＡ種優先株式以外の転換請求にか

かるＡ種優先株式については、転換請求がされなかったものとみなす。なお、

一部取得を行うにあたり、取得するＡ種優先株式は、抽選、転換請求されたＡ

種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により決定する。 

「剰余授権株式数」とは、（ⅰ）当該Ａ種転換請求日における定款に定める当

会社の発行する株式の数より、（ⅱ）①当該Ａ種転換請求日における発行済株

式の数、②当該Ａ種転換請求日に発行されている新株予約権が全て行使された
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ものとみなした場合に発行されるべき株式の数の合計数を控除した数をいう。

「請求対象普通株式総数」とは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者が

当該Ａ種転換請求日に転換請求したＡ種優先株式について、Ａ種転換請求日に

Ａ種償還請求が行われたと仮定した場合における、上記 13．（２）に定めるＡ

種優先株式の償還価額の総額を、当該Ａ種転換請求日における下記 15．（４）

に定める転換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。 

（３）取得請求期間 平成 24年 10 月１日から平成 69年９月 30日までの間 

（４）取得請求により交

付する普通株式数の算定

方法 

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式数は、次のとお

りとする。 

（算式） 

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式数＝Ａ÷Ｂ 

Ａ＝転換請求にかかるＡ種優先株式１株について、Ａ種転換請求日にＡ種償

還請求が行われたと仮定した場合における、上記 13．（２）に定めるＡ

種優先株式の償還価額 

Ｂ＝転換価額 

 

 ①当初転換価額 当初の転換価額は、金 2,156 円とする。 

 ②転換価額の修正 転換価額は、Ａ種転換請求日に先立つ 45取引日目に始まる 30取引日のジャス

ダック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。）の 90％相当額とし、その計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

 ③転換価額の調整 （イ） Ａ種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる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。）により、転換価額を

調整する。 

（算式） 

調整後転換価額＝Ａ×（Ｂ＋Ｃ×Ｄ÷Ｅ）÷（Ｂ＋Ｃ） 

Ａ＝調整前転換価額（調整後転換価額を適用する日の前日において有効な転

換価額をいう。） 

Ｂ＝既発行普通株式数－自己株式数（基準日がない場合は調整後転換価額を

適用する日の１ヶ月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済

普通株式数から自己株式数を控除した数をいう。） 

Ｃ＝新発行・処分普通株式数 

Ｄ＝１株あたりの払込金額・処分価額 

Ｅ＝１株あたりの時価（調整後転換価額の適用の基準となる日に先立つ 45

取引日目に始まる 30 取引日のジャスダック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。）をいい、その計算は、円位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記 30 取引日の間
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に、本③に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値

は、本③に準じて調整される。） 

（ⅰ） 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式

を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合（無償割当の場合

を含む。但し、下記（ⅲ）記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは

当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による

交付、又は下記（ⅳ）記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権

の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除

く。）、調整後転換価額は、払込がなされた日（基準日を定めずに無償割

当を行う場合は、その効力発生日）の翌日以降、募集又は無償割当のた

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。無償割

当の場合、転換価額調整式Ｄにおける「１株あたりの払込金額・処分価

額」は、０円とする。 

（ⅱ） 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後転換価額は、株

式の分割にかかる基準日の翌日以降これを適用する。本（ⅱ）におい

て、転換価額調整式Ｃにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式

の分割により増加する普通株式数を意味するものとし、転換価額調整式

Ｃにおける「１株あたりの払込金額・処分価額」は、０円とし、転換価

額調整式Ｂにおける「既発行普通株式数－自己株式数」は「既発行普通

株式数」と読み替える。 

（ⅲ） 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会社の普通

株式又は当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を

交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることが

できる証券（権利）を発行する場合（無償割当の場合を含む。）、調整後

転換価額は、その払込がなされた日（基準日を定めずに無償割当を行う

場合は、その効力発生日）に、又は募集若しくは無償割当のために基準

日がある場合にはその日の 終に、発行される証券（権利）の全額が、

初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたも

のとみなして（当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予

約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させる

ことができる証券（権利）の場合、更に当該新株予約権の全てがその日

に有効な行使価額で行使されたものとみなして）、その払込がなされた

日（基準日を定めずに無償割当を行う場合は、その効力発生日）に、又

は募集若しくは無償割当のために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。但し、当該取得又は行使価額がその払込がなされ

た日（基準日を定めずに無償割当を行う場合は、その効力発生日）、又

は募集若しくは無償割当のための基準日において確定しない場合、調整

後転換価額は、当該取得又は行使価額が決定される日（本（ⅲ）におい

て、以下「価額決定日」という。）に発行される証券（権利）の全額が
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当該取得価額で取得されたものとみなして（当会社の普通株式の交付を

請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される

証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）の場合、更に当

該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして）、価

額決定日の翌日以降これを適用する。本（ⅲ）において「価額」とは、

発行される証券（権利）の払込金額（新株予約権を交付することと引換

えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）

の場合、当該証券（権利）の払込金額と新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額との合計額）から取得又は行使に際して当該証券（権

利）又は新株予約権の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除し

た金額を交付される普通株式数で除した金額をいう。 

（ⅳ） 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会社の普通

株式、又は当会社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式

若しくは取得させることができる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。以下同じ。）を発行する場

合（無償割当の場合を含む。）、調整後転換価額は、かかる新株予約権の

割当日（基準日を定めずに無償割当を行う場合は、その効力発生日）

に、又は募集若しくは無償割当のための基準日がある場合はその日に、

発行される新株予約権の全てが、その日に有効な転換価額で行使された

ものとみなして（当会社の普通株式を交付することと引換えに取得され

る株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することがで

きる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額

で取得されたものとみなして）、割当日（基準日を定めずに無償割当を

行う場合は、その効力発生日）の翌日以降、又は募集若しくは無償割当

の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。但

し、当該行使又は行使価額がその割当日（基準日を定めずに無償割当を

行う場合は、その効力発生日）、又は募集若しくは無償割当のための基

準日において確定しない場合、調整後転換価額は、当該行使又は行使価

額が決定される日（本（ⅳ）において、以下「価額決定日」という。）

に発行される全ての新株予約権が当該行使価額で行使されたものとみな

して（当会社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される株

式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株

予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得さ

れたものとみなして）、価額決定日の翌日以降これを適用する。本

（ⅳ）において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株

予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額からその行使又は

取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以

外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した金額をいう。

（ⅴ） 株式の併合により普通株式数を変更する場合、調整後転換価額は、
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株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本（ⅴ）において、転換

価額調整式Ｃにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合に

より減少する普通株式数を負の値で表示し、転換価額調整式Ｄにおける

「１株あたりの払込金額・処分価額」は、０円とする。 

（ロ） 上記（イ）において、当該各行為にかかる基準日が定められ、かつ当

該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項

（但し、上記（イ）（ⅱ）については、剰余金の額を減少して、資本金又は資

本準備金の額を増加することを含む。）に関する承認決議を条件としている場

合、調整後転換価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降に

これを適用する。 

（ハ） 上記（イ）に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合に

は、当会社取締役が判断する合理的な取得価額に変更される。 

① 合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために転

換価額の調整を必要とするとき。 

② その他当会社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の

発生によって転換価額の調整を必要とするとき。 

③ 転換価額の調整事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後転換価額の算出に関して使用すべき１株あたりの時価が他方の事由

によって影響されているとき。 

（ニ） 転換価額の調整のために計算を行う場合には、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。 

（ホ） 転換価額調整式により算出される調整後転換価額と調整前転換価額の

差額が１円未満の場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額

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し引いた額

を使用する。 

（５）取得請求受付場所 日本証券代行株式会社証券代行部 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号

（６）取得請求の効力発

生 

取得請求の効力は、取得請求書及びＡ種優先株式の株券が取得請求受付場所に

到着したときに発生する。但し、Ａ種優先株式の株券が発行されていないとき

は、株券の提出を要しない。 

16．普通株式対価の取得

条項（強制転換） 

 

（１）強制転換の内容 当会社は、払込期日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日が到来し

たときは、当該日の到来をもって、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者

の意思に拘らず、当会社がＡ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換え

に、Ａ種優先株式１株につき下記 16．（３）に定める算定方法により算出され

る数の当会社の普通株式を交付すること（以下「強制転換」という。）ができ

る。なお、当会社がある株主に対してＡ種優先株式の取得と引換えに交付する

当会社の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、会社
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法第 234 条に従いこれを取り扱う。 

（２）強制転換の制限 上記 16．（１）に拘らず、強制転換の日（以下「Ａ種強制転換日」という。）

において、剰余授権株式数（本（２）においては、以下に定義される。）が取

得対象普通株式総数（以下に定義される。）を下回る場合には、（ⅰ）当会社が

当該Ａ種強制転換日に取得することを決定したＡ種優先株式の数に、（ⅱ）剰

余授権株式数を取得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位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。また、０を下回る場合は０と

する。）のＡ種優先株式についてのみ、Ａ種優先株式の取得の効力が生じるも

のとし、取得の効力が生じるＡ種優先株式以外の取得の決定がされたＡ種優先

株式については、取得の決定がされなかったものとみなす。なお、一部取得を

行うにあたり、取得するＡ種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により

決定する。 

「剰余授権株式数」とは、（ⅰ）当該Ａ種強制転換日における定款に定める当

会社の発行する株式の数より、（ⅱ）①当該Ａ種強制転換日における発行済株

式の数、②当該Ａ種強制転換日に発行されている新株予約権が全て行使された

ものとみなした場合に発行されるべき株式の数の合計数を控除した数をいう。

「取得対象普通株式総数」とは、当会社が当該Ａ種強制転換日に取得すること

を決定したＡ種優先株式について、当該Ａ種強制転換日にＡ種償還請求が行わ

れたと仮定した場合における、上記 13．（２）に定めるＡ種優先株式の償還価

額の総額を、当該Ａ種強制転換日における下記 16．（４）に定める転換価額で

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。 

（３）取得条項により交

付する普通株式数の算定

方法 

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式数は、次のとお

りとする。 

（算式） 

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式数＝Ａ÷Ｂ 

Ａ＝強制転換にかかるＡ種優先株式１株について、Ａ種強制転換日にＡ種償

還請求が行われたと仮定した場合における、上記 13.(２)に定めるＡ種

優先株式の償還価額 

Ｂ＝強制転換価額 

 

（４）強制転換価額 強制転換価額は、強制転換にかかるＡ種優先株式１株について、Ａ種強制転換

日に転換請求が行われたと仮定した場合における、上記 15．（４）に定めるＡ

種優先株式の転換価額相当額とする。 

17．株式の併合又は分割  

 法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分

割は行わない。Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者には、募集株式又は

募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当

を行わない。 
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１．Ａ種優先株式の発行に係る募集の目的と特色 

（１）Ａ種優先株式の発行に係る募集の目的 

当社グループでは、研究開発型企業への脱皮を志向し、平成 14 年に米国ベンチャー企業を買収

し、非常に長期の研究開発期間を要する世界 先端メディカル・デバイス（ドラッグエリューティ

ングステント、ＯＣＴ診断装置）の開発に着手しております。その中で、当社の米国子会社ライト

ラボ･イメージング社のＯＣＴ技術を使用した光学同調断層診断装置につきましては、ヨーロッパ、

中国において既に承認を取得し一部販売を開始しております。日本におきましては、平成 17 年５

月に治験の登録を完了し、平成 18 年１月に承認申請書類を提出しており、今後は、独立行政法人 

医薬品医療機器総合機構による審査を経て平成 19 年９月には許可を取得できる見込みであります。

一方アメリカにおいても、平成 17年 11月に治験を開始しており、日本における承認とほぼ同時期

に許可を取得できる見込みであります。 

ＯＣＴ診断装置の上市に合わせ、世界市場をターゲットにした販売網を戦略的に整備し拡販に注

力することが重要と当社は考えております。この度のＡ種優先株式の募集は、当該事業の発展及び

その基礎となる当社の財務基盤の強化を目的とするものです。 

当社では、ＯＣＴ技術を循環器分野に応用することを優先課題として開発を進めてまいりました。

ドラッグエリューティングステントの普及により、同ステント特有の遅発性ステント内血栓症（塗

布されている薬剤やポリマーの影響により血管内の適正な内膜形成が阻害され、血管内にステント

がむき出しの状態になることによる急性心筋梗塞の発生）が問題視され、患者は長期にわたる抗血

小板薬の服用が求められますが、ＯＣＴ診断装置の高解像度をもってすれば、内膜形成の程度を精

密に診断可能であり、薬剤服用の停止を判断することが可能となることが期待されています。 

これにより、不必要な非常に長期にわたる薬剤服用を停止することができ、患者の身体的負担を

軽減できるとともに、医療費の抑制にも役立つことになります。 

また、血管の断層画像診断への応用以外にも、ＯＣＴ診断装置の非常に優れた性能・潜在能力の

他分野への応用研究を積極的に推し進める事が重要と考えております。 

ライトラボ・イメージング社は、ＯＣＴ技術を使用した光学同調断層診断装置において、現在、

世界 先端の技術を保有していることから、製品の上市により、当社グループは独自市場における

独占的地位を確立することが可能であり、業績の向上に寄与するものと考えております。 

 

（２）Ａ種優先株式の特色 

Ａ種優先株式は、ＤＢＪコーポレート投資事業組合に対して、第三者割当の方法により発行され

るものであります。割当先は、当社にＡ種優先株式の取得を請求することにより当社普通株式の交付

を求めることができ、その際の転換価額は、原則として当社普通株式の時価の90％となっております。

ただし、Ａ種優先株式は株主資本の効率的な増強や普通株式の急速な増加（希薄化）を抑制する等の

目的のため、以下のような特徴を有しています。（詳細は前記発行要項をご覧下さい。）  

①Ａ種優先株式は原則として議決権を有しません。 

②割当先は、当社の承認なくして第三者にＡ種優先株式を譲渡できません。 

③当社の機動的な資本政策を確保するために、払込期日以降行使可能な現金対価の取得条項（強制

償還条項）及び当社の企業価値を損なう可能性のある目的又は状況を除き行使可能な普通株式対
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価の取得条項（強制転換条項）が付されています。 

④割当先は、Ａ種優先株式に対する投資を中期投資として取り組む予定としております。割当先が

現金対価の取得請求権（償還請求権）を行使できるのは平成22年10月１日以降であり、また、割

当先が普通株式対価の取得請求権（転換予約権）を行使できるのは平成24年10月１日以降となっ

ています。 

 

２．調達する資金の額及び使途 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

  2,950,000,000 円 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

  新製品上市後の営業運転資金、次世代型ＯＣＴ診断装置の製品開発・投資等にそなえ、自己資本の

充実を図るべく既存の長期借入金の返済に全額充当する見込みです。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 

平成 20年６月期 

 

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

  ＯＣＴ診断装置については、血管の断層画像診断への応用に加え、その非常に優れた性能・潜在能

力の他分野への応用研究を積極的に推し進める事が重要と当社は考えております。ＯＣＴ診断装置の

上市に合わせ、世界市場をターゲットにした販売網を戦略的に整備し拡販を進めるることは、当社の

業績拡大、収益性の向上に貢献するものであります。このような業績拡大・収益の向上を実現する積

極的な経営の基礎となる財務基盤を強化し、調達する資金を既存借入金の返済に充当することは合理

的な判断であると考えております。 

 

 

 

３． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 近３年間の業績（連結）（単位：千円） 

決 算 期 平成 17年６月期 平成 18年６月期 平成 19年６月期 

売 上 高 16,087,438 12,860,428 13,665,874

営 業 利 益 1,643,705 591,564 643,939

経 常 利 益 1,146,896 295,010 535,259

当 期 純 利 益 151,087 △453,772 △2,054,195

１株当たり当期純利益（円） 10.13 △64.73 △297.73

１株当たり配当金（円） 35.00 35.00 35.00

１株当たり純資産（円） 2,225.45 2,230.38 2,156.50
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（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率

発 行 済 株 式 総 数 7,034,926 株 100.00％

現時点の転換価額（行使価額）にお

ける潜在株式数の総数（注１）
1,399,600 株 19.89％

下限値の転換価額（行使価額）にお

ける潜在株式数の総数（注２）
－株 －％

上限値の転換価額（行使価額）にお

ける潜在株式数の総数（注２）
－株 －％

 

（注１）現時点において存在する潜在株式はストック・オプションのみであり、その内容は下記の通り

です。ストック・オプションの数を株式数に換算して記載しています。なお、上記表の「現

時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総数」の「株式数」は、権利確定の前後、

権利行使の可能性を考慮せず、残存するストック・オプションすべての権利行使を前提とし

ています。 

 平成 15年７月 14日 

取締役会決議分 

平成 15年 10月７日 

取締役会決議分 

平成 16年９月 24日 

取締役会決議分 

平成 17年 1１月 25日

取締役会決議分 

残高   

権利確定前 － － － －

権利確定後 212,600 347,000 3,000 796,000

 合計 212,600 347,000 3,000 796,000

権利行使価格 2,692 円 5,000 円 3,833 円 2,169 円

 

 

（注２）ストック・オプションの権利行使価格は一定であるため、「下限値の転換価額（行使価額）に

おける潜在株式数の総数」及び「上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数の総

数」については記載を省略しています。 

 

 

 

 

 

 平成 18年１月６日 

取締役会決議分 

平成 18年４月 14日 

取締役会決議分 

平成 18年４月 27日 

取締役会決議分 
合計 

残高   

権利確定前 6,500 29,000 － 35,500

権利確定後 － － 5,500 1,364,100

 合計 6,500 29,000 5,500 1,399,600

権利行使価格 2,410 円 2,490 円 2,415 円 －
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（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

株式会社グッドマン第１回Ａ種優先株式 

発 行 期 日 平成 19年９月 28日 

調 達 資 金 の 額 3,000,000,000 円 

募集時点における

発 行 済 株 式 数
7,034,926 株 

募集時における潜

在株式数（注１）
当初の転換価額（2,156 円）における潜在株式数：1,391,465 株 

（注１）Ａ種優先株式については転換価額の下限値及び上限値が設定されていないため、転換価額下限

値における潜在株式数に関する記載及び転換価額上限値における潜在株式数に関する記載は

省略しております。 

（注２）当初の転換価額における潜在株式数については、Ａ種優先株式発行の取締役会決議日に転換請

求がなされたと仮定して記載をしております。 

 

 

 

（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

①第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発 行 期 日 平成 16年９月 15日 

調達資金の額 2,000,000,000 円（差引手取概算額 1,990,000,000 円） 

募集時点におけ

る発行済株式数 
6,975,488 株 

募集時における

潜 在 株 式 数 

当初の転換価額（3,413 円）における潜在株式数：585,994 株 

転換価額上限値（5,119 円 50 銭）における潜在株式数：390,663 株 

転換価額下限値（1,706 円 50 銭）における潜在株式数：1,171,989 株 

現時点における

転 換 状 況 

（行使状況） 

転換済株式数（行使済株式数）：58,438 株 

（平成 17 年１月 12 日をもって未転換分全額の社債の繰り上げ償還をおこな

い、また、当該社債に係る新株予約権についても同日に無償消却を行ったた

め、現時点においては、社債及び新株予約権ともに残高はありません。） 

当初の資金使途 借入金の返済 

支出予定時期 平成 17年６月期 

現時点における

充 当 状 況 
借入金の返済に全額充当いたしました。 
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②ストック・オプションに係る新株予約権 

ストック・オプション付与日を基準に現時点の過去３年分を記載しております。 

 

発 行 期 日 

平成 16年９月 24日 

（平成 15年９月 25日株主総会決議、 

平成 16年９月 24日取締役会決議分） 

平成 17年 12月５日 

（平成 17年９月 22日株主総会決議、 

平成 17年 11月 25 日取締役会決議分） 

調 達 資 金 の 額 ０円 ０円 

募集時点における 

発 行 済 株 式 数 
6,975,488 株 7,034,926 株 

募集時における 

潜 在 株 式 数 
3,000 株 878,500 株 

現時点における 

転 換 状 況 

（ 行 使 状 況 ） 

行使済株式数０株 

未行使株式数 3,000 株 

失効 0株 

行使済株式数０株 

未行使株式数 796,000 株 

失効 82,500 株 

当初の資金使途 該当ありません。 該当ありません。 

支 出 予 定 時 期 該当ありません。 該当ありません。 

現時点における 

充 当 状 況 
該当ありません。 該当ありません。 

 

 

 

 

発 行 期 日 

平成 18年１月６日 

（平成 17年９月 22日株主総会決議、 

平成 18年１月６日取締役会決議分） 

平成 18年４月 14日 

（平成 17年９月 22日株主総会決議、 

平成 18年４月 14日取締役会決議分） 

調 達 資 金 の 額 ０円 ０円 

募集時点における 

発 行 済 株 式 数 
7,034,926 株 7,034,926 株 

募集時における 

潜 在 株 式 数 
6,500 株 31,000 株 

現時点における 

転 換 状 況 

（ 行 使 状 況 ） 

行使済株式数０株 

未行使株式数 6,500 株 

失効 0株 

行使済株式数０株 

未行使株式数 29,000 株 

失効 2,000 株 

当初の資金使途 該当ありません。 該当ありません。 

支 出 予 定 時 期 該当ありません。 該当ありません。 

現時点における 

充 当 状 況 
該当ありません。 該当ありません。 
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（５） 近の株価の状況 

平成 17年６月期末 

（平成 17年６月 30日終値） 
2,240 円

平成 18年６月期末 

（平成 18年６月 30日終値） 
2,170 円

平成 19年６月期末 

（平成 19年６月 29日終値） 
3,490 円

直近３か月の終値平均 

（平成 19年６月１日～平成 19年８月 31日） 
2,928 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 期 日 

平成 18年４月 28日 

（平成 17年９月 22日株主総会決議、 

平成 18年４月 27日取締役会決議分） 

調 達 資 金 の 額 ０円 

募集時点における

発 行 済 株 式 数 
7,034,926 株 

募集時における潜

在 株 式 数 
7,000 株 

現時点における 

転 換 状 況 

（ 行 使 状 況 ） 

行使済株式数０株 

未行使株式数 5,500 株 

失効 1,500 株 

当初の資金使途 該当ありません。 

支 出 予 定 時 期 該当ありません。 

現時点における 

充 当 状 況 
該当ありません。 
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４．募集後の大株主及び持株比率 

 

募集前（平成 19年６月 30日現在） 募集後（注１）（注２） 

山本 明 34.45％ 山本 明 28.76％ 

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行（株）（信託

口） 

3.31％
ＤＢＪコーポレート投資

事業組合 
16.51％ 

山本 幾子 2.18％

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行（株）（信託

口） 

2.77％ 

（株）グッドマン 1.97％ 山本 幾子 1.82％ 

（株）愛知銀行 1.56％ （株）グッドマン 1.65％ 

（株）りそな銀行 1.42％ （株）愛知銀行 1.30％ 

明治安田生命保険（相） 1.42％ （株）りそな銀行 1.18％ 

(株)十六銀行 1.36％ 明治安田生命保険（相） 1.18％ 

(株)大垣共立銀行 1.36％ (株)十六銀行 1.13％ 

グッドマン従業員持株会 1.26％ (株)大垣共立銀行 1.13％ 

（注１）今回のエクイティ・ファイナンス以外の潜在株式は考慮していません。 

（注２）Ａ種優先株式発行の取締役会決議日に転換請求がなされたと仮定（転換価額は当初転換価額

2,156 円とします。）した場合の潜在株式数を用いて計算しております。 

 

５．業績への影響の見通し 

連結決算・個別決算ともに、本件による今期の業績予想に変更はありません。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠 

当社は、安定資金の調達を行なうために、種々の資金調達手法を検討してまいりましたが、ＤＢ

Ｊコーポレート投資事業組合に対する第三者割当の方法によりＡ種優先株式を発行することといた

しました。 

Ａ種優先株式は、払込期日以降行使可能な現金対価の取得条項（強制償還条項）及び、当社の企

業価値を損なう可能性のある目的又は状況を除き行使可能な普通株式対価の取得条項（強制転換条

項）が付されており、当社にとって財務状況や当社普通株式の市場環境等を勘案した機動的な資本

政策を選択することができます。 

また、Ａ種優先株式の普通株式への転換価額は、原則として当社普通株式の時価の 90％となっ
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ており、普通株式の発行条件として合理的な範疇にあると考えられます。 

Ａ種優先株式はこれらの特徴を有し、上記のように既存株式価値の希薄化懸念による株価に対す

るインパクトに配慮した仕組みを併せ持つことから、その発行条件は合理的であり、資金調達の方

法として現時点では 良の選択であると考えております。 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

Ａ種優先株式発行の取締役会決議日に転換請求がなされたと仮定（転換価額は当初転換価額

2,156 円とします。）した場合の潜在株式数につきましては、1,391,465 株となり、その転換後の発

行済普通株式総数に対する比率は 16.51％となります。なお、Ａ種優先株式の転換価額には、上限

値や下限値の条件設定が無いため、将来の株価によっては相当規模の希薄化（注）が起こる可能性

があるものの、この当初転換価額を前提とした場合の 16.51％という水準はエクイティ・ファイナ

ンスとして穏当であると考えます。 

（注）なお、過去５年（平成 14年９月１日から平成 19年８月 31日）の平均株価 2,670 円を基

礎とする転換価額 2,403 円（過去５年の平均株価の 90％）を用いて、Ａ種優先株式発行の取

締役会決議日に転換請求がなされたと仮定した場合の転換後の発行済普通株式総数に対する

潜在株式数の割合は 15.07％となります。 

 

上述の通り希薄化の可能性がありますが、直近２期連続で当期純損失を計上した当社においては、

財務体質の強化と収益力の向上が急務であり、そのために必要とされる今回の資金調達は、長期的

には株主価値の向上に資するものと考えております。 

 

７．割当先の選定理由 

（１）割当先の概要 

① 名 称 ＤＢＪコーポレート投資事業組合 

② 設 立 根 拠 等 民法に基づく任意組合 

③ 所 在 地 東京都千代田区大手町１－９－１ 

④ 
業 務 執 行 組 合 員 

（General Partner） 

ＤＢＪ事業投資株式会社 

（東京都千代田区大手町１－９－１） 

⑤ 出 資 金 の 総 額 32,488,791,118 円（平成 19年３月 31日現在） 

上 場 会 社

（役員・役員関係者・大株主を含む。）

と 割 当 先 の 間 の 出 資 の 状 況

なし 

⑥ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

上 場 会 社 と 業 務 執 行

組 合 員 の 関 係
なし 
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（２）割当先を選定した理由 

下記理由によりＤＢＪコーポレート投資事業組合を割当先として選定いたしました。 

①当社は、種々の資金調達手法を検討してまいりましたが、ＤＢＪコーポレート投資事業組合よ

り提示されたＡ種優先株式の条件が、 善のものであると判断いたしました。 

②ＤＢＪコーポレート投資事業組合を実質的に運用する日本政策投資銀行の将来性のある技術力

を持つ企業に投融資を行うという積極的な方針、下記（３）に記載のＡ種優先株式に係る保有

方針、政府系金融機関である同行の高い信用力及び投融資に係る実績等を総合的に勘案して、

同組合を割当先とすることが 善であると判断しました。 

（注）本割当は、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。 

 

（３）割当先の保有方針 

割当先は、本件を原則として中期投資として取り組む意向です。Ａ種優先株式取得後は、実務上対

応可能な限り市場及び当社の財政状態等に配慮して、発行要項に従いＡ種優先株式の保有、現金又は

当社普通株式を対価とする取得請求、普通株式が交付された場合の交付された普通株式の売却等に努

めるとしております。 

 

 

（４）株券貸借に関する契約 

  該当事項はありません。 

 

８．特に有利な払込金額で募集株式を引受ける者の募集をすることを必要とする理由 

今般新たに発行するＡ種優先株式の転換により発行される当社普通株式の数は、当社の発行済普

通株式総数に鑑みると将来において相当規模（注）となる可能性があり、かかる発行による株式の

希薄化による影響、当社普通株式の需給関係の変化等を完全に反映したＡ種優先株式の理論的価値

の正確な算定及びこれに基づく有利性の判断は困難であるため、平成 19 年９月開催予定の当社定

時株主総会の特別決議により念のためご承認を頂くことをお願いする予定であります。 

 （注）前述の通り、過去 5 年（平成 14 年９月１日から平成 19 年８月 31 日）の平均株価 2,670 円

を基礎とする転換価額 2,403 円（過去５年の平均株価の 90％）を用いて、Ａ種優先株式発行の

取締役会決議日に転換請求がなされたと仮定した場合の転換後の発行済普通株式総数に対する潜

在株式数の割合は 15.07％となります。また、当初転換価額 2,156 円を用いて、Ａ種優先株式発

行の取締役会決議日に転換請求がなされたと仮定した場合の転換後の発行済普通株式総数に対す

る潜在株式数の割合は 16.51％となります。 
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Ⅱ 定款の一部変更 

１．定款変更の目的 

ＯＣＴ診断装置の上市に合わせて当該事業の発展及びその基盤となる当社の財務基盤の強化を図

るために必要な資金を調達することを目的としてＡ種優先株式を発行することを可能と致したく、

Ａ種優先株式に関する規定を新設するとともに、これに関連する規定の新設・変更を行うものであ

ります。 

 

２．定款変更の内容 

（下線部は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１章 総  則 

第１条～第５条 （省略） 

 

第２章 株  式 

（発行可能株式総数） 

 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、2,700

万株とする。 

 

 

 

 

第７条～第８条 （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、100株とす

る。 

② 当会社は、第7条の規定にかかわら

ず、単元未満株式に係る株券を発行しな

い。ただし、株式取扱規程に定めるとこ

ろについてはこの限りではない。 

 

第 10条～第 12条 （省略） 

 

（新設） 

 

 

 

第１章 総  則 

第１条～第５条 （現行どおり） 

 

第２章 株  式 

（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、2,700

万株とし、普通株式の発行可能種類株

式総数は、2,700 万株とし、Ａ種優先株

式の発行可能種類株式総数は、100 万株

とする。 

 

第７条～第８条 （現行どおり） 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第９条 当会社の普通株式の単元株式数は、

100 株とする。 

  ② （現行どおり） 

 

 

 

 

第 10 条～第 12条 （現行どおり） 

 

第２章の２ Ａ種優先株式 

（譲渡制限） 

第 12 条の２ Ａ種優先株式の譲渡による取得

には、当会社の取締役会による承認を
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要する。 

 

（Ａ種優先配当金） 

第 12 条の３ 当会社は、ある事業年度中に属

する日を基準日として剰余金の配当を

行うときは、当該基準日の 終の株主

名簿に記載又は記録されたＡ種優先株

式を有する株主（以下「Ａ種優先株

主」という。）又はＡ種優先株式の登録

株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式

質権者」という。）に対して、基準日の

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。）及び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、Ａ種優先株式１株

につき、次項に定める額の配当金（以

下「Ａ種優先配当金」という。）を金銭

にて支払う。但し、当該剰余金の配当

の基準日の属する事業年度中の、当該

剰余金の配当の基準日以前の日を基準

日として剰余金を配当したときは、そ

の額を控除した金額とする。また、当

該剰余金の配当の基準日から当該剰余

金の配当が行われる日までの間に、当

会社がＡ種優先株式を取得した場合、

当該Ａ種優先株式につき当該基準日に

かかる剰余金の配当を行うことを要し

ない。 

  ② Ａ種優先株式１株あたりのＡ種優先

配当金の額は、Ａ種優先株式の１株あ

たりの払込金額に年率５％を乗じて算

出した金額（当該剰余金の配当の基準

日の属する事業年度の初日（但し、当

該剰余金の配当の基準日が平成 20 年６

月末日に終了する事業年度に属する場

合は、払込期日とする。）（いずれも同

日を含む。）から当該剰余金の配当の基

準日（同日を含む。）までの期間の実日
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数につき、１年 365 日として日割計算

により算出される金額とし、円位未満

小数第３位まで算出し、その小数第３

位を四捨五入する。）とする。 

  ③ ある事業年度においてＡ種優先株主

又はＡ種優先登録株式質権者に対して

行う１株あたりの剰余金の配当の総額

が、当該事業年度の末日を基準日とす

るＡ種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

積する。累積した不足額（以下「Ａ種

累積未払配当金」という。）について

は、当該翌事業年度以降、Ａ種優先配

当金並びに普通株主及び普通登録株式

質権者に対する剰余金の配当に先立

ち、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株

式質権者に対して配当する。 

④ Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式

質権者に対して、Ａ種優先配当金を超

えて剰余金の配当を行わない。 

 

（残余財産の分配） 

第 12 条の４ 当会社は、当会社の解散に際し

て残余財産を分配するときは、Ａ種優

先株主又はＡ種優先登録株式質権者に

対して、普通株主又は普通登録株式質

権者に先立って、Ａ種優先株式１株あ

たり、次項及び第３項に定める金額を

支払う。 

  ② Ａ種優先株式１株あたりの残余財産

分配額は、第 12 条の６第２項に定める

基本償還価額算式（但し、基本償還価

額算式における「Ａ種償還請求日」は

「残余財産分配日」（残余財産の分配が

行われる日をいう。以下同じ。）と読み

替えて適用する。）によって計算される

基本償還価額相当額（以下「基本残余

財産分配額」という。）とする。 

③ 前項の規定に拘らず、残余財産分配
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日までの間に支払われたＡ種優先配当

金（以下「解散前支払済Ａ種優先配当

金」という。）が存する場合には、Ａ種

優先株式１株あたりの残余財産分配価

額は、第 12 条の６第３項に定める控除

価額算式（但し、控除価額算式におけ

る「Ａ種償還請求日」「償還請求前支払

済Ａ種優先配当金」は、それぞれ「残

余財産分配日」「解散前支払済Ａ種優先

配当金」と読み替えて適用する。）に

従って計算される控除価額を、前項に

定める基本残余財産分配額から控除し

て調整される。なお、解散前支払済Ａ

種優先配当金が複数回にわたって支払

われた場合には、解散前支払済Ａ種優

先配当金のそれぞれにつき控除価額を

計算し、その合計額を前項に定める基

本残余財産分配額から控除する。 

④ Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権

者に対しては、上記のほか残余財産の

分配を行わない。 

 

（議決権） 

第12条の５ Ａ種優先株主は、法令に別段の

定めのある場合を除き、株主総会にお

いて、議決権を有しない。但し、Ａ種

優先株主は、２事業年度連続してＡ種

優先配当金を支払う旨の議案が定時株

主総会に提出されない場合又はその議

案が否決された場合、当該２事業年度

のうち 終事業年度に関する定時株主

総会の終結のときよりＡ種累積未払配

当金相当額を含めたＡ種優先配当金の

全部の支払いを受ける旨の剰余金処分

議案決議がなされるときまで、Ａ種優

先株式１株につき１個の株主総会にお

ける議決権を有する。 
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（現金を対価とする取得請求権） 

第12条の６ Ａ種優先株主又はＡ種優先登録

株式質権者は、平成22年10月１日以

降、当会社に対して現金を対価として

Ａ種優先株式を取得することを請求

（以下「Ａ種償還請求」という。）する

ことができる。この場合、当会社は、

Ａ種優先株式１株を取得するのと引換

えに、当該Ａ種償還請求の日（以下

「Ａ種償還請求日」という。）における

分配可能額の７割を限度として、当該

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質

権者に対して、次項及び第３項に定め

る金額の金銭を交付する。なお、Ａ種

償還請求日における分配可能額の７割

を超えて、Ａ種優先株主又はＡ種優先

登録株式質権者からＡ種優先株式の取

得の請求が行われた場合、取得すべき

Ａ種優先株式は、抽選、取得の請求が

行われたＡ種優先株式の数に応じた比

例按分その他の方法により決定する。 

   ② Ａ種優先株式１株あたりの償還価額

は、次の算式に従って計算される基本

償還価額とする。 

    （基本償還価額算式） 

    基本償還価額＝3,000×（１＋0.09）m

×(１＋0.09)n 

基    基本償還価額算式における「m」は、

（ａ）払込期日からその１年後の応当

日の前日までの日をＡ種償還請求日と

する場合は０とし、（ｂ）その後の日を

Ａ種償還請求日とする場合には、払込

期日から直前払込期日応当日までの経

過年数（正の整数）とする。「直前払込

期日応当日」とは、毎年の払込期日に

応当する日（以下「払込期日応当日」

という。）のうち、Ａ種償還請求日の直

前の払込期日応当日をいう（Ａ種償還
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請求日が払込期日応当日と同じ日であ

る場合には、Ａ種償還請求日を直前払

込期日応当日とする。）。 

基本償還価額算式における「n」は、

「残余日数」（以下に定義する。）を365

で除した数とする（小数第４位まで算

出し、その小数第４位を切り捨てる）。

「残余日数」とは、上記（ａ）の場合

には払込期日（同日を含む。）からＡ種

償還請求日（同日を含む。）までの実日

数とし、上記（ｂ）の場合には直前払

込期日応当日の翌日（同日を含む。）か

らＡ種償還請求日（同日を含む。）まで

の実日数とする。 

③ 前項の規定に拘らず、Ａ種償還請求

日までの間に支払われたＡ種優先配当

金（以下「償還請求前支払済Ａ種優先

配当金」という。）が存する場合には、

Ａ種優先株式１株あたりの償還価額

は、次の算式に従って計算される価額

を前項に定める基本償還価額から控除

して調整される。なお、償還請求前支

払済Ａ種優先配当金が複数回にわたっ

て支払われた場合には、償還請求前支

払済Ａ種優先配当金のそれぞれにつき

控除価額を計算し、その合計額を前項

に定める基本償還価額から控除する。 

（控除価額算式） 

控除価額＝償還請求前支払済Ａ種優先

配当金×（１＋0.09）x×（１＋0.09）y

控除価額算式における「x」は、（ａ）

償還請求前支払済Ａ種優先配当金の支

払日からその１年後の応当日の前日ま

での日をＡ種償還請求日とする場合は

０とし、（ｂ）その後の日をＡ種償還請

求日とする場合には、償還請求前支払

済Ａ種優先配当金の支払日から直前配

当日応当日までの経過年数（正の整

数）とする。「直前配当日応当日」と
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は、毎年の償還請求前支払済Ａ種優先

配当金の基準日に応当する日（以下

「配当日応当日」という。）のうち、Ａ

種償還請求日の直前の配当日応当日を

いう（Ａ種償還請求日が配当日応当日

と同じ日である場合には、Ａ種償還請

求日を直前配当日応当日とする。）。 

控除価額算式における「y」は、「残余

日数」（以下に定義する。）を365で除し

た数とする（小数第４位まで算出し、

その小数第４位を切り捨てる）。「残余

日数」とは、上記（ａ）の場合には償

還請求前支払済Ａ種優先配当金の支払

日の翌日（同日を含む。）からＡ種償還

請求日（同日を含む。）までの実日数と

し、上記（ｂ）の場合には直前払込期

日応当日の翌日（同日を含む。）からＡ

種償還請求日（同日を含む。）までの実

日数とする。 

 

（現金を対価とする取得条項） 

第12条の７ 当会社は、払込期日以降いつで

も、当会社の取締役会が別に定める日

が到来したときは、当該日の到来を

もって、Ａ種優先株主又はＡ種優先登

録株式質権者の意思に拘わらず、当会

社がＡ種優先株式の全部又は一部を取

得するのと引換えに、当該日における

分配可能額を限度として、Ａ種優先株

主又はＡ種優先登録株式質権者に対し

て、次項及び第３項に定める金額の金

銭を交付することができる（この規定

によるＡ種優先株式の取得日を、以下

「Ａ種強制償還日」という。）。なお、

一部取得を行うにあたり、取得するＡ

種優先株式は、抽選、比例按分その他

の方法により決定する。 

  ② Ａ種優先株式１株あたりの強制償還

価額は、前条第２項に定める基本償還
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価額算式（但し、基本償還価額算式に

おける「Ａ種償還請求日」は「Ａ種強

制償還日」と読み替えて適用する。）に

よって計算される基本償還価額相当額

（但し、払込期日から平成20年９月30

日までに強制償還が行われる場合は、

Ａ種優先株式の１株あたりの払込金額

に年率１％を乗じて算出した金額（払

込期日（同日を含む。）からＡ種償還請

求日（同日を含む。）までの期間の実日

数につき、１年365日として日割計算に

より算出される金額とし、円位未満小

数第３位まで算出し、その小数第３位

を四捨五入する。）を上記基本償還価額

相当額に加算した金額とする。）（以下

「基本強制償還価額」という。）とす

る。 

③ 前項の規定に拘らず、Ａ種強制償還

日までの間に支払われたＡ種優先配当

金（以下「強制償還前支払済Ａ種優先

配当金」という。）が存する場合には、

Ａ種優先株式１株あたりの強制償還価

額は、前条第３項に定める控除価額算

式（但し、控除価額算式における「Ａ

種償還請求日」「償還請求前支払済Ａ種

優先配当金」は、それぞれ「Ａ種強制

償還日」「強制償還前支払済Ａ種優先配

当金」と読み替えて適用する。）に従っ

て計算される控除価額を、前項に定め

る基本強制償還価額から控除して調整

される。なお、強制償還前支払済Ａ種

優先配当金が複数回にわたって支払わ

れた場合には、強制償還前支払済Ａ種

優先配当金のそれぞれにつき控除価額

を計算し、その合計額を前項に定める

基本強制償還価額から控除する。 

 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第12条の８ Ａ種優先株主又はＡ種優先登録
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株式質権者は、第３項に定める期間中

において、当会社がＡ種優先株式を取

得するのと引換えに、Ａ種優先株式１

株につき第４項に定める算定方法によ

り算出される数の当会社の普通株式を

交付することを請求（以下「転換請

求」という。）することができる。な

お、当会社がある株主に対してＡ種優

先株式の取得と引換えに交付する当会

社の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、会社法

第167条第３項に従いこれを取り扱う。

② 前項の規定に拘らず、転換請求の日

（以下「Ａ種転換請求日」という。）に

おいて、剰余授権株式数（本項におい

ては、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）Ａ種優先株主又

はＡ種優先登録株式質権者が当該Ａ種

転換請求日に転換請求したＡ種優先株

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位まで算出し、

その小数第１位を切り下げる。また、

０を下回る場合は０とする。）のＡ種優

先株式についてのみ、当該Ａ種優先株

主又はＡ種優先登録株式質権者の転換

請求に基づくＡ種優先株式の取得の効

力が生じるものとし、取得の効力が生

じるＡ種優先株式以外の転換請求にか

かるＡ種優先株式については、転換請

求がされなかったものとみなす。な

お、一部取得を行うにあたり、取得す

るＡ種優先株式は、抽選、転換請求さ

れたＡ種優先株式の数に応じた比例按

分その他の方法により決定する。 

「剰余授権株式数」とは、（ⅰ）当該Ａ

種転換請求日における定款に定める当

会社の発行する株式の数より、（ⅱ）①
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当該Ａ種転換請求日における発行済株

式の数、②当該Ａ種転換請求日に発行

されている新株予約権が全て行使され

たものとみなした場合に発行されるべ

き株式の数の合計数を控除した数をい

う。 

「請求対象普通株式総数」とは、Ａ種

優先株主又はＡ種優先登録株式質権者

が当該Ａ種転換請求日に転換請求した

Ａ種優先株式について、Ａ種転換請求

日にＡ種償還請求が行われたと仮定し

た場合における、第12条の６第２項及

び第３項に定めるＡ種優先株式の償還

価額の総額を、当該Ａ種転換請求日に

おける第４項に定める転換価額で除し

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。 

③ 転換請求をすることができる期間

は、平成24年10月１日から平成69年９

月30日までの間とする。 

④ Ａ種優先株式１株の取得と引換えに

交付する当会社の普通株式数は、次の

とおりとする。 

（算式） 

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交

付する当会社の普通株式数＝Ａ÷Ｂ 

Ａ＝転換請求にかかるＡ種優先株式１

株について、Ａ種転換請求日にＡ種償

還請求が行われたと仮定した場合にお

ける、第12条の６第２項及び第３項に

定めるＡ種優先株式の償還価額 

Ｂ＝転換価額 

（１）  当初の転換価額は、金2,156円と

する。 

（２） 転換価額は、Ａ種転換請求日に先

立つ45取引日目に始まる30取引日の

ジャスダック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
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終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日数を除く。）の90％相

当額とし、その計算は、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。 

（３） (イ) Ａ種優先株式の発行後、次

のいずれかに掲げる事由が発生した

場合には、次に定める算式（以下

「転換価額調整式」という。）によ

り、転換価額を調整する。 

（算式） 

調整後転換価額＝Ａ×（Ｂ＋Ｃ×Ｄ

÷Ｅ）÷（Ｂ＋Ｃ） 

Ａ＝調整前転換価額（調整後転換価

額を適用する日の前日において有効

な転換価額をいう。） 

Ｂ＝既発行普通株式数－自己株式数

（基準日がない場合は調整後転換価

額を適用する日の１ヶ月前の日、基

準日がある場合は基準日における発

行済普通株式数から自己株式数を控

除した数をいう。） 

Ｃ＝新発行・処分普通株式数 

Ｄ＝１株あたりの払込金額・処分価

額 

Ｅ＝１株あたりの時価（調整後転換

価額の適用の基準となる日に先立つ

45取引日目に始まる30取引日のジャ

スダック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。）をいい、その計

算は、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入す

る。なお、上記30取引日の間に、本

（３）に定める転換価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、

本（３）に準じて調整される。） 

（ⅰ） 転換価額調整式に使用す
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る時価を下回る払込金額をもっ

て普通株式を発行又は当会社が

保有する普通株式を処分する場

合（無償割当の場合を含む。但

し、下記（ⅲ）記載の証券（権

利）の取得と引換え若しくは当

該証券（権利）の取得と引換え

に交付される新株予約権の行使

による交付、又は下記（ⅳ）記

載の新株予約権の行使若しくは

当該新株予約権の行使により交

付される株式の取得と引換えに

よる交付の場合を除く。）、調整

後転換価額は、払込がなされた

日（基準日を定めずに無償割当

を行う場合は、その効力発生

日）の翌日以降、募集又は無償

割当の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。無償割当の場合、転

換価額調整式Ｄにおける「１株

あたりの払込金額・処分価額」

は、０円とする。 

（ⅱ） 株式の分割により普通株式

を発行する場合、調整後転換価

額は、株式の分割にかかる基準

日の翌日以降これを適用する。

本（ⅱ）において、転換価額調

整式Ｃにおける「新発行・処分

普通株式数」とは、株式の分割

により増加する普通株式数を意

味するものとし、転換価額調整

式Ｃにおける「１株あたりの払

込金額・処分価額」は、０円と

し、転換価額調整式Ｂにおける

「既発行普通株式数－自己株式

数」は「既発行普通株式数」と

読み替える。 

（ⅲ） 転換価額調整式に使用する



 
ご注意： この文書は、当社の第三者割当による「株式会社グッドマン第１回Ａ種優先株式」発行に関して一般
に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

－33－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価を下回る価額をもって当会

社の普通株式又は当会社の普通

株式の交付を請求することがで

きる新株予約権を交付すること

と引換えに取得される証券（権

利）又は取得させることができ

る証券（権利）を発行する場合

（無償割当の場合を含む。）、調

整後転換価額は、その払込がな

された日（基準日を定めずに無

償割当を行う場合は、その効力

発生日）に、又は募集若しくは

無償割当のために基準日がある

場合にはその日の 終に、発行

される証券（権利）の全額が、

初に取得される又は取得させ

ることができる取得価額で取得

されたものとみなして（当会社

の普通株式の交付を請求するこ

とができる新株予約権を交付す

ることと引換えに取得される証

券（権利）又は取得させること

ができる証券（権利）の場合、

更に当該新株予約権の全てがそ

の日に有効な行使価額で行使さ

れたものとみなして）、その払

込がなされた日（基準日を定め

ずに無償割当を行う場合は、そ

の効力発生日）に、又は募集若

しくは無償割当のために基準日

がある場合にはその日の翌日以

降、これを適用する。但し、当

該取得又は行使価額がその払込

がなされた日（基準日を定めず

に無償割当を行う場合は、その

効力発生日）、又は募集若しく

は無償割当のための基準日にお

いて確定しない場合、調整後転

換価額は、当該取得又は行使価
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額が決定される日（本（ⅲ）に

おいて、以下「価額決定日」と

いう。）に発行される証券（権

利）の全額が当該取得価額で取

得されたものとみなして（当会

社の普通株式の交付を請求する

ことができる新株予約権を交付

することと引換えに取得される

証券（権利）又は取得させるこ

とができる証券（権利）の場

合、更に当該新株予約権の全て

が当該行使価額で行使されたも

のとみなして）、価額決定日の

翌日以降これを適用する。本

（ⅲ）において「価額」とは、

発行される証券（権利）の払込

金額（新株予約権を交付するこ

とと引換えに取得される証券

（権利）又は取得させることが

できる証券（権利）の場合、当

該証券（権利）の払込金額と新

株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額との合計額）か

ら取得又は行使に際して当該証

券（権利）又は新株予約権の保

有者に交付される普通株式以外

の財産を控除した金額を交付さ

れる普通株式数で除した金額を

いう。 

（ⅳ） 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会

社の普通株式、又は当会社の普

通株式を交付することと引換え

に取得される株式若しくは取得

させることができる株式の交付

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。以下同じ。）を発行する場

合（無償割当の場合を含む。）、
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調整後転換価額は、かかる新株

予約権の割当日（基準日を定め

ずに無償割当を行う場合は、そ

の効力発生日）に、又は募集若

しくは無償割当のための基準日

がある場合はその日に、発行さ

れる新株予約権の全てが、その

日に有効な転換価額で行使され

たものとみなして（当会社の普

通株式を交付することと引換え

に取得される株式若しくは取得

させることができる株式の交付

を請求することができる新株予

約権の場合、更に当該株式の全

てがその日に有効な取得価額で

取得されたものとみなして）、割

当日（基準日を定めずに無償割

当を行う場合は、その効力発生

日）の翌日以降、又は募集若し

くは無償割当のための基準日が

ある場合はその日の翌日以降、

これを適用する。但し、当該行

使又は行使価額がその割当日

（基準日を定めずに無償割当を

行う場合は、その効力発生日）、

又は募集若しくは無償割当のた

めの基準日において確定しない

場合、調整後転換価額は、当該

行使又は行使価額が決定される

日（本（ⅳ）において、以下

「価額決定日」という。）に発行

される全ての新株予約権が当該

行使価額で行使されたものとみ

なして（当会社の普通株式の交

付を請求することと引換えに取

得される株式又は取得させるこ

とができる株式の交付を請求す

ることができる新株予約権の場

合、更に当該株式の全てがその
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日に有効な取得価額で取得され

たものとみなして）、価額決定日

の翌日以降これを適用する。本

（ⅳ）において「価額」とは、

発行される新株予約権の払込金

額と新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の合計額

からその行使又は取得に際して

当該新株予約権又は株式の保有

者に交付される普通株式以外の

財産を控除した金額を交付され

る普通株式数で除した金額をい

う。 

（ⅴ） 株式の併合により普通株式

数を変更する場合、調整後転換価

額は、株式の併合の効力発生日以

降これを適用する。本（ⅴ）にお

いて、転換価額調整式Ｃにおける

「新発行・処分普通株式数」と

は、株式の併合により減少する普

通株式数を負の値で表示し、転換

価額調整式Ｄにおける「１株あた

りの払込金額・処分価額」は、０

円とする。 

（ロ） 上記（イ）において、当該各行

為にかかる基準日が定められ、かつ

当該各行為が当該基準日以降に開催

される当会社の株主総会における一

定の事項（但し、上記（イ）（ⅱ）に

ついては、剰余金の額を減少して、

資本金又は資本準備金の額を増加す

ることを含む。）に関する承認決議を

条件としている場合、調整後転換価

額は、当該承認決議をした株主総会

の終結の日の翌日以降にこれを適用

する。 

（ハ） 上記（イ）に掲げる場合のほ

か、以下のいずれかに該当する場合

には、当会社取締役が判断する合理
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的な取得価額に変更される。 

① 合併、資本金の額の減少、株

式交換、株式移転又は会社分割

のために転換価額の調整を必要

とするとき。 

② その他当会社の発行済普通株

式の変更又は変更の可能性を生

じ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 転換価額の調整事由が２つ以

上相接して発生し、一方の事由

に基づく調整後転換価額の算出

に関して使用すべき１株あたり

の時価が他方の事由によって影

響されているとき。 

（ニ） 転換価額の調整のために計算を

行う場合には、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。 

（ホ） 転換価額調整式により算出される

調整後転換価額と調整前転換価額の差

額が１円未満の場合は、転換価額の調

整は行わない。但し、その後転換価額

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し引い

た額を使用する。 

 

（普通株式を対価とする取得条項） 

第12条の９ 当会社は、払込期日以降いつで

も、当会社の取締役会が別に定める日が到

来したときは、当該日の到来をもって、Ａ

種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者の

意思に拘らず、当会社がＡ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、Ａ種

優先株式１株につき第３項に定める算定方

法により算出される数の当会社の普通株式

を交付すること（以下「強制転換」とい
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う。）ができる。なお、当会社がある株主

に対してＡ種優先株式の取得と引換えに交

付する当会社の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、会社

法第234条に従いこれを取り扱う。 

② 前項の規定に拘らず、強制転換の日（以

下「Ａ種強制転換日」という。）におい

て、剰余授権株式数（本項においては、以

下に定義される。）が取得対象普通株式総

数（以下に定義される。）を下回る場合に

は、（ⅰ）当会社が当該Ａ種強制転換日に

取得することを決定したＡ種優先株式の数

に、（ⅱ）剰余授権株式数を取得対象普通

株式総数で除して得られる数を乗じた数

（小数第１位まで算出し、その小数第１位

を切り下げる。また、０を下回る場合は０

とする。）のＡ種優先株式についてのみ、

Ａ種優先株式の取得の効力が生じるものと

し、取得の効力が生じるＡ種優先株式以外

の取得の決定がされたＡ種優先株式につい

ては、取得の決定がされなかったものとみ

なす。なお、一部取得を行うにあたり、取

得するＡ種優先株式は、抽選、比例按分そ

の他の方法により決定する。 

「剰余授権株式数」とは、（ⅰ）当該Ａ種強

制転換日における定款に定める当会社の発

行する株式の数より、（ⅱ）①当該Ａ種強

制転換日における発行済株式の数、②当該

Ａ種強制転換日に発行されている新株予約

権が全て行使されたものとみなした場合に

発行されるべき株式の数の合計数を控除し

た数をいう。 

「取得対象普通株式総数」とは、当会社が

当該Ａ種強制転換日に取得することを決定

したＡ種優先株式について、当該Ａ種強制

転換日にＡ種償還請求が行われたと仮定し

た場合における、第12条の６第２項及び第

３項に定めるＡ種優先株式の償還価額の総

額を、当該Ａ種強制転換日における第４項
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第３章 株主総会 

第13条～第18条 （省略） 

 

（新設） 

 

 

 

第 19 条～第 44条 （省略） 

 

に定める転換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。 

③ Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付

する当会社の普通株式数は、次のとおりと

する。 

（算式） 

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付す

る当会社の普通株式数＝Ａ÷Ｂ 

Ａ＝強制転換にかかるＡ種優先株式１株に

ついて、Ａ種強制転換日にＡ種償還請求が

行われたと仮定した場合における、第12条

の６第２項及び第３項に定めるＡ種優先株

式の償還価額 

Ｂ＝強制転換価額 

 ④ 強制転換価額は、強制転換にかかるＡ種

優先株式１株について、Ａ種強制転換日

に転換請求が行われたと仮定した場合に

おける、前条第４項に定めるＡ種優先株

式の転換価額相当額とする。 

 

（株式の併合又は分割） 

第12条の10 法令に別段の定めがある場合を

除き、Ａ種優先株式について株式の併合又

は分割は行わない。Ａ種優先株主又はＡ種

優先登録株式質権者には、募集株式又は募

集新株予約権の割当を受ける権利を与え

ず、株式又は新株予約権の無償割当を行わ

ない。 

 

第３章 株主総会 

第13条～第18条 （現行どおり） 

 

（種類株主総会） 

第18条の２ 第15条から第18条までの規定

は、種類株主総会についてこれを準用する。

 

第 19条～第 44条 （現行どおり） 
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３．定款変更の日程 

平成 19年９月３日  取締役会決議日 

平成 19年９月 27日 株主総会決議日（予定） 

平成 19年９月 27日  定款変更の効力発生日（予定） 

 

 

以 上 


