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資本増強の詳細確定に関するお知らせ 

 

当社は、本年５月 15 日付「平成 21 年３月期連結決算の要旨」及び７月２日付「資本増強の基本合

意に関するお知らせ」にて資本増強の方針等につき公表してまいりましたが、本日開催の取締役会に

て、一連の資本増強策として次の（１）、（２）及び（３）の各事項について、それぞれ決議いたしま

したので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

（１）ＡＣＡ株式会社（以下「ＡＣＡ」といいます。本年８月１日付で、「アント・コーポレートアド

バイザリー株式会社」より商号変更）及びその 100％子会社である合同会社ＡＣＡインベスト

メンツ（以下「ＡＣＡインベストメンツ」といいます。）との間で当社に対する出資等に係る「投

資契約書」を締結し、またＡＣＡ及びＡＣＡが無限責任組合員として管理・運営するＡＣＡプ

ロパティーズ投資事業有限責任組合（以下「ＡＣＡプロパティーズ」といいます。）との間で不

動産証券化事業からの撤退等を目的として、当社の連結子会社であるＣＳＫファイナンス株式

会社（以下「ＣＳＫファイナンス」といいます。）の株式及び同社に対する債権の譲渡等に係る

「株式及び債権譲渡等契約書」及びそれに関連する契約を締結すること 

 

（２）住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社みず

ほコーポレート銀行（以下「取引銀行４行」といいます。）との間で、デット・エクイティ・ス

ワップ（借入金の資本化）及び短期借入債務の長期借入債務への借り換え等に係る「協定書」

を締結すること 

  

（３）臨時株主総会を招集すること及び当該臨時株主総会に上程する議案を確定すること 

 

＜本開示資料の記載項目＞ 

 項目 記載頁

Ⅰ 資本増強策の全体概要 ２ 

Ⅱ 第三者割当による募集株式及び募集新株予約権の発行 ３ 

Ⅲ 子会社の異動（譲渡） 26 

Ⅳ 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動 28 

なお、上記以外に関連するものとして「定款の一部変更に関するお知らせ」、「代表取締役及び役員

の異動に関するお知らせ」、「特別損失の発生及び平成 22 年３月期 連結業績予想の修正に関するお知

らせ」、「住商情報システム株式会社との業務提携に向けた協議開始に関するお知らせ」を公表してお

りますので、ご参照ください。 
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Ⅰ 資本増強策の全体概要 

 

当社及び当社グループの財務状況及び経営上のリスクを回避するために、一連の資本増強策を実

施することといたしましたが、全体概要は次のとおりとなっております。各内容の詳細は次項以降

をご参照ください。 

 

１. 不動産リスクの遮断 

当社グループにおいて不動産証券化事業を行うＣＳＫファイナンスの株式及び同社に対する

貸付債権を、ＡＣＡプロパティーズに譲渡することで、不動産リスクの遮断を図ります。なお、

短期的に売却の目処のある案件等、追加評価損のリスクが顕在化する可能性の低い資産等にかか

る貸付債権は譲渡せずに引き続き保有します。不動産リスクの遮断に関する詳細は後記Ⅱ３.(1)

①に記載の「本不動産リスク遮断策の概要」をご参照ください。 

 

２. ＡＣＡによる資本増強策 

前項のＣＳＫファイナンスの売却に伴う不動産リスクの実質的遮断及びその他の事業の整理

に伴い、約 550 億円の損失が発生するため、かかる不動産リスクの実質的遮断及び事業整理を単

独で実行すると、当社は約 300 億円の債務超過に陥ることが見込まれます。そのため、ＡＣＡイ

ンベストメンツを引受先とする優先株式による約 160 億円の増資を実施いたします。併せて、Ａ

ＣＡインベストメンツに対し新株予約権（払込金額の総額４億 6,728 万円、権利行使による払込

金額の総額 60 億円）を発行いたします。ＡＣＡによる資本増強策に関する詳細は後記Ⅱ３.(1)

③に記載の「ＡＣＡ資本増強策の概要」をご参照ください。 

 

３. 取引銀行４行による支援策 

取引銀行４行には、デット・エクイティ・スワップ（借入金の資本化）、すなわち当社に対す

る貸付債権をもって出資の目的とする現物出資を行うことによる資本増強 300 億円の実施（優先

株式の発行）、加えて取引銀行４行に対する総額 500 億円の短期借入債務の長期借入債務への借

り換えの実施等について、「協定書」を締結しており、当社再建に向けてご支援をいただきます。

取引銀行４行による支援策に関する詳細は後記Ⅱ３.(1)②に記載の「取引銀行支援策の概要」を

ご参照ください。 

 

４. 経営体制 

今回の資本増強策の実施に際して、現行の取締役及び監査役は全員辞任し、ＡＣＡインベスト

メンツの指名に基づき招聘する取締役４名及び監査役２名を含む新任役員９名（取締役６名及び

監査役３名）が、新たに就任する予定です。 

 今回の資本増強により改善する財務状況を背景に、新経営体制のもとで、当社グループが長年

培ってきた技術力・顧客基盤･人材等の経営資源を活かし、再建にむけた経営施策を推進してま

いります。また、厳しい経済環境にも対応できる収益基盤の拡充、将来の成長性確保のための施

策の推進が可能となり、その結果、当社グループの企業価値を中長期的に高めることになるもの

と考えております。 

 

なお、前述の経営体制を含む資本増強に関する諸施策のすべては、①取引銀行４行との間で本
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日付で締結した「協定書」に基づき、取引銀行４行による支援策にかかるより詳細な条件が合意

されること、②当社、ＡＣＡ及びＡＣＡインベストメンツとの間で本日付で締結した「投資契約

書」に規定する一定の条件が充足すること、③法令等に基づき上記諸施策の実行に必要となる手

続が完了すること、④本年９月 29 日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」とい

います。）で上記事項に関する議案が承認されること等を前提条件としております。従って、当

該前提条件が充足されない場合には、本件諸施策は実施されない可能性があります。 

 

 

Ⅱ 第三者割当による募集株式及び募集新株予約権の発行 

 

１．第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集の目的及び理由 

（１）優先株式及び新株予約権の発行の経緯・必要性について 

当社は、平成 21 年３月期において、不動産証券化事業等の金融サービス事業において多額の評価

損を計上したこと、また証券事業において株式相場の下落と市況の低迷により業績回復が遅れたこ

と、事業用固定資産及びのれんに係る減損損失の計上、本社建設中止に係る損失の計上、繰延税金

資産の取崩し等により通期連結決算において当期純損失 1,615 億円を計上することとなりました。

その結果、連結自己資本比率は 5.5％（平成 20 年３月期末 29.7％）となる等、財務状態は従前に比

べ非常に厳しい状態となっております。 

一方、国内経済は急速な回復が期待できず、企業業績や設備投資動向も厳しい状態が継続すると

予想されており、当社の主力事業であります情報サービス事業においても、当面大幅な受注拡大は

想定できず、低迷期間の長期化も憂慮される状況にあります。 

当社グループの情報サービス事業は、厳しい環境下にはあるものの安定的事業基盤は維持できて

いるとの認識ですが、前期における多額の損失計上及び財務状況の悪化により、株主の皆様をはじ

め、当社グループのお客様等のステークホルダーの皆様に多大なご心配をおかけしたことに鑑み、

「ＣＳＫグループの再生に向けた取り組み」として、平成 21 年３月期第４四半期より次の事項を実

施してまいりました。 

 ◇事業リスクの低減   ： 金融サービス事業の縮小及び資産・事業売却、 

資本増強、資金・財務の安定化・借入金の長期化の検討 

 ◇事業再構築      ： 本業である情報サービス事業における事業撤退等も含む 

収益基盤の強化、徹底したコスト削減の実施 

 ◇ガバナンス体制の拡充 ： 経営体制面の整備 

これらの活動を通じ、可及的速やかな「財務体質の強化策の実行及びそれを通じた信用不安の解

消」が喫緊の経営課題と認識しております。 

 

２．資本増強の必要性及び相当性について 

（１） 資本増強の必要性 

前項記載の「ＣＳＫグループの再生に向けた取り組み」は、いずれも今後の成長発展のために必

要不可欠な事項でありますが、これらの背景には当社グループが抱える構造的な経営リスクとして、

「不動産証券化事業に係るリスク」、「資金リスク」、「自己資本毀損リスク」の３項目があり、それ

ぞれの内容は次のとおりであります。 
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《不動産証券化事業に係るリスク》《不動産証券化事業に係るリスク》  

不動産証券化事業については、全ての保有案件を速やかに売却するという方針のもと、平成 21 年

３月期第４四半期以降、売却体制を強化し積極的に売却活動を進めておりますが、昨年来の世界的

信用不安に加え、非常に厳しい国内経済環境を背景に、不動産市場の急速な回復は期待できないこ

とから、全案件の投資回収を早期に完了させることは困難な状況にあります。 

また、不動産証券化事業のうち開発案件に関しては、一部は完成に向け建設工事等は継続してお

り、その進捗に応じた開発費用の拠出や契約等に基づく資金負担が必要となる可能性があり、稼動

案件に関しても物件収益の悪化等に伴い契約等に基づく資金負担が必要となる可能性があります。 

加えて、不動産証券化事業に係る資産については、会計基準に準拠した適正価格にて評価してお

りますが、不動産市況の急速な回復が見込めないことから、追加の評価損リスクが継続して存在し

ております。 

これらの不動産証券化事業に係る「投資回収遅延、追加支出の可能性、追加の評価損の可能性」

は、次の「資金リスク」及び「自己資本毀損リスク」の要因となっていることから、当社グループ

の再生にとって、当該不動産証券化事業に係るリスクの遮断が不可欠であり、今回の資本増強も当

該リスクへの対応が主要な目的となっております。 

 

《資金リスク》《資金リスク》  

不動産証券化事業の投資回収が想定どおり進まない中、開発案件等について追加の資金支出が必

要となる可能性があり、これらの資金支出は通常の運転資金の確保及び金融機関からの借入金並び

に社債及び新株予約権付社債の返済に影響を与えることを意味しております。このように不動産証

券化事業の継続は、当社グループを資金リスクにさらすことを意味し、資金･財務面での信用力を低

下させる要因になっております。 

 

《自己資本毀損リスク》《自己資本毀損リスク》  

不動産証券化事業に関し、不動産市況の急速な回復が見込めない中、売却が想定どおり進まない

ことを背景に追加の評価損リスクが継続して存在しております。当社グループの純資産は従前に比

べ大幅に減少しておりますが、追加の評価損の発生や売却損により更に悪化する可能性があり、純

資産の減少が資本市場における信用や事業取引における与信に影響を与えております。 

 

【資本増強の必要性】【資本増強の必要性】

これらの３項目のリスクに的確に対処し、当社グループの中長期的な企業価値の改善を図るため

には、当社の経営リスクの主要因である不動産証券化事業から撤退し、リスクを遮断するべきとの

結論に至りました。 

この不動産証券化事業からの撤退により、これに起因する資金リスクや自己資本毀損リスクは原

則として排除できることになります。もっとも、これに伴い発生する不動産証券化事業からの撤退

その他の事業整理により、約 550 億円の損失が発生し、約 300 億円の債務超過に陥ることが見込ま

れます。このため、当該債務超過を解消し、加えて今後の成長と財務基盤の健全性確保のために、

今回の時期及び今回の規模での資本増強が必要不可欠であると判断いたしました。 

 

これらの経営施策の検討と並行して、取引銀行４行とも協議･検討を続けてまいりました。取引銀

行４行からは、従前より、当社グループの資金面で日々ご協力をいただいておりましたが、今般当
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社グループの事業継続と将来の成長に一層のご理解を賜りました。その結果、取引銀行４行とは、

ＡＣＡとの間で合意した後述の不動産リスクの遮断策（以下、「本不動産リスク遮断策」といいます。

詳細は、後記 3（1）①をご参照ください。）並びに優先株式及び新株予約権の引き受けを内容とする

資本増強策（以下、「ＡＣＡ資本増強策」といいます。詳細は、後記 3(1)③をご参照ください。なお、

本不動産リスク遮断策とあわせて、以下、「ＡＣＡ支援策」と総称します。）の実行を前提として、

デット・エクイティ・スワップによる資本増強 300 億円と、取引銀行４行に対する総額 500 億円の

短期借入債務の長期借入債務への借り換え（詳細は、後記 3(1)②をご参照ください。）を内容とする

支援策（以下、あわせて「取引銀行支援策」と総称します。）に係る合意をいたしました。 

  

一方、当社グループの再生に向け、取引銀行４行との協議・検討と並行して、不動産証券化リス

クの遮断と新たなキャッシュの流入を伴う資本増強を含めた財務基盤の健全性の確保に向けた施策

の検討も進めておりましたが、当社グループの企業価値及び将来性に十分なご理解をいただいたＡ

ＣＡと本年７月２日に資本増強に関する基本合意を締結するに至ったものであり、この点につきま

しては、同日付「資本増強の基本合意に関するお知らせ」にて発表したとおりです。基本合意以降、

同社と不動産リスクの遮断や資本増強策についての具体的方法や内容を検討してまいりましたが、

取引銀行支援策の実行を前提として、本日、ＡＣＡ支援策の実行に係る 終的な合意をいたしまし

た。 

  

当社グループとしては、今回の取引銀行支援策及びＡＣＡ支援策の実行を通じて、不動産証券化

事業からの撤退と資本増強という二つの目的を同時に達成し、もって経営リスクを回避し、速やか

に業績の回復と企業価値の向上を目指すことが我々に課せられた責務であると強く認識しておりま

す。このことから、取引銀行支援策及びＡＣＡ支援策の実施に必要となる議案につきまして、株主

様のご承認をいただくべく、本臨時株主総会を開催することといたしました。 

 【資本増強の必要性の概要】 

 

 

 

           

               

・追加支出の可能性 

・追加の評価損の可能性 

資金リスク       

・資金・財務面での信用力低下 

・急速な財務体質悪化による 

信用力低下 

自己資本毀損リスク       

・更なる自己資本毀損の可能性 

・運転資金確保、有利子負債返済

 の確実性の低下 

  ・投資回収遅延 

不動産証券化事業に係るリスク  

  

 

 

 

 

 

 

・ステークホルダーの不安増大

・資本市場で評価低迷 

・顧客との取引関係への影響 
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不動産リスクの遮断及び資本増強の実施が不可欠 

これらの構造的経営リスクを、 

早期に確実に払拭するために、 
 

 

 

 

（２）資本増強の相当性（他の選択肢の比較） 

資本増強の方法としては、第三者割当増資を用いる方法以外にも、公募増資を用いる方法等もご

ざいます。しかし、当社は、現時点における当社の信用力及び格付等に鑑みると、公募増資を行っ

ても十分な資本増強を行うことができないおそれが大きいものと判断いたしました。また、当社は、

他のエクイティ・スポンサー及び当社グループの再生に向けたその他の財務施策についても、ファ

イナンシャル・アドバイザーや弁護士等の専門家の意見を参考に詳細に比較検討いたしましたが、

当社の置かれた状況のもとにおいては、以下に記載するスキームが 適であると 終的に判断いた

しました。 

 

３．資本増強策の内容 

（１）スキームの全体像 

①本不動産リスク遮断策の概要 

当社グループにおいて実際に不動産証券化事業を行う連結子会社でありますＣＳＫファイナ

ンスの発行済株式の全部、及び当社がＣＳＫファイナンスに対して有する貸付債権のうち約

1,200 億円を、ＡＣＡプロパティーズに対して総額約５億円で譲渡するものであります。なお、

貸付債権約 1,200 億円のうち、計上済みの貸倒引当金約 900 億円（前期までに計上したものを含

む）を控除した貸付債権約 300 億円相当につき、今後の処分の見込み及び追加資金支出等の発生

リスクを総合的に鑑み、約５億円にて譲渡することといたしました。あわせて、当第１四半期に

計上した金融サービス事業における営業費用のうち 121 億円の特別損失への振替やＣＳＫファ

イナンスへの貸付債権のうち継続保有する債権額約 250 億円に対する貸倒引当金約 80 億円等の

事業整理による損失にて約 550 億円の特別損失が発生することが見込まれます。 

なお、上記継続保有の貸付債権額約 170 億円（計上予定の貸倒引当金を控除した後の金額）に

ついては依然として追加評価損等のリスクが残るものの、これらの債権の引き当てとなる物件

（具体的には、物流倉庫、商業施設等の不動産証券化案件への出資持分等の資産を引き当てとし

ています。）の状況等もあわせて検討した結果、追加評価損等のリスクが顕在化する可能性は低

いと考えております。また、当社が補償等の契約上の義務を負っているポートタウン特定目的会

社に係る不動産証券化案件については、これに起因するリスクを可及的に遮断する方策を検討し

ております。 

従って、本不動産リスク遮断策のみを単独で実施した場合、現在の当社の財務内容を前提とし

ますと、この損失計上により、当社は約 300 億円の債務超過状態となる見込みですが、本不動産

リスク遮断策は、あくまでも下記②に記載しております取引銀行支援策と下記③に記載しており

ますＡＣＡ資本増強策の実施を前提として実行される予定であり、不動産リスクの遮断と同時に

資本の増強及び短期借入金債務の長期化を行うことから、一連の取引を一体としてみると、債務

超過を解消し、健全な財務基盤を確保することが可能と考えております。 
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②取引銀行支援策の概要 

資本増強及び経営基盤の安定化を目的として、デット・エクイティ・スワップの形態で、取引

銀行４行に総額 300 億円の優先株式（以下、「銀行優先株式」といいます。）を引き受けていただ

く予定です。当該デット・エクイティ・スワップにおいては、当社に対する貸付債権を現物出資

していただく形で取引銀行４行に銀行優先株式をお引き受けいただくため、当社の債務の圧縮と

資本の増強を同時に実現することが可能であり財務基盤の安定化に資するものと考えておりま

す。なお、当該デット・エクイティ・スワップの対象に含まれない当該取引銀行４行に対する短

期借入債務のうち内入弁済予定の 75 億円を除く 500 億円については、長期借入債務へ変更する

ことについて取引銀行４行より合意をいただいております。 

デット・エクイティ・スワップによる優先株式の発行については、Ａ種及びＢ種優先株式を発

行することを予定しており、優先株式の概要については下記（２）に記載しております。なお、

上記に言及しております取引銀行４行による短期借入債務の借り換えについては、本臨時株主総

会における、銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式（下記③に定義されます。）の発行のための定款

変更議案及び銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式に関する第三者割当による募集株式の有利発行

の議案がいずれも原案どおり承認されること等を条件としております。また、当該短期借入債務

の借り換えに当たり、当社は取引銀行４行に対し、合計 75 億円の内入弁済を行う予定です。当

該内入弁済の原資については下記に記載しておりますＡＣＡインベストメンツに対して発行す

る優先株式の払込金を充当することを予定しております。なお、かかる取引銀行支援策は、取引

銀行４行との間で締結した本日付「協定書」において合意することを決議いたしましたが、その

詳細な条件については、2009 年９月 29 日開催予定の本臨時株主総会の開催までに別途合意する

予定です。 

 

③ＡＣＡ資本増強策の概要 

資本増強のために、ＡＣＡインベストメンツに総額約 160 億円の優先株式を引き受けていただ

きます。また、下記 10（２）に記載しておりますとおり、当社はＡＣＡインベストメンツから

の指名に基づき取締役４名及び監査役２名を招聘する予定であり、ＡＣＡインベストメンツには

今後当社の経営に関与していただく予定です。そこで、募集新株予約権の発行により資本参加す

るＡＣＡインベストメンツに対して当社再建に向けたインセンティブを与えると共に、当社にお

ける資金調達にも資するため同社に新株予約権を発行いたします。 

具体的には、当社は、Ｃ種、Ｄ種、Ｅ種及びＦ種優先株式（以下、「ＡＣＡ優先株式」と総称

します。）並びに第６回及び第７回新株予約権（以下、「ＡＣＡ新株予約権」と総称します。なお、

銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式とあわせて、以下、「本優先株式等」と総称します。）を発行す

ることとしておりますが、当該ＡＣＡ優先株式及び当該ＡＣＡ新株予約権の概要については下記

（２）に記載しております。また、ＡＣＡ優先株式とＡＣＡ新株予約権とは、同時に発行される

ことが予定されております。なお、ＡＣＡ資本増強策は、取引銀行支援策の実行、当社取締役及

び監査役の指名権のＡＣＡインベストメンツに対する付与、その他ＡＣＡインベストメンツ及び

ＡＣＡとの間でＡＣＡ資本増強策に関して締結した本日付「投資契約書」規定の一定の条件の充

足を前提として実行されるものであります。 
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（２）優先株式及び新株予約権の概要 

優先株式及び新株予約権の概要については、以下の①及び②のとおりです。なお、詳細につき

ましては、別紙１「優先株式発行要項」及び別紙２「新株予約権発行要項」をご参照ください。 

 

①銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式の主な内容 

a.概要 上記においてご説明しております取引銀行支援策及びＡＣＡ資本増強策として当社が発

行する各種優先株式の主たる内容は以下のとおりです。 

銀行優先株式 ＡＣＡ優先株式  

Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種 Ｆ種 

発行総額 150 億円 150 億円 25億 3,000円 25 億 30 万円 55 億円 55 億円 

優先配当金 普通株式に優先 

（優先株式間の優先劣後関係の詳細は、別紙１「優先株式発行要項」の１から６をご確認ください。） 

議決権 なし なし あり なし なし なし 

転換請求権 2017/3/1 以降 2019/3/1 以降 2010/3/1 以降 2010/3/1 以降 2011/9/1 以降 2013/3/1 以降

強制転換権 2027/10/1 以降 2029/10/1 以降 2029/10/1 以降 

償還請求権 2016/3/1 以降 2018/3/1 以降 2020/3/1 以降 

強制償還権 2012/4/1 以降 銀行優先株式の発行済株式総数（当社が保有する銀行優先株式を除く。）

が 初に零となった日以降（但し、2014/4/1 以降に限る。） 

    ※優先株式を６種類発行する理由は、転換権や償還権の行使可能時期をずらすことで普通株    

主の皆様の議決権に急激な希薄化が生じることを防止しながら、引受先である銀行及びＡ

ＣＡインベストメンツ並びに発行体である当社が、当社の将来の資金状況及び財務状況を

見定めながら、段階的かつ機動的に転換及び償還できるようにするためであります。 

 

b. 議決権 

銀行優先株式についても、ＡＣＡ優先株式（Ｃ種優先株式を除く。）についても当社株

主総会における議決権はありません。また、当社が優先配当金全額の支払いを行うこと

ができなかった場合であっても、かかる無配を理由として、これらの優先株式に議決権

が発生することはありません。 

これに対し、ＡＣＡ優先株式のうち、Ｃ種優先株式に関しては当社株主総会における

議決権を有しております。ＡＣＡインベストメンツは、当社に対し、新たに資本を注入

し、下記 10（２）に記載のとおり、ＡＣＡインベストメンツからの指名に基づき新任役

員（取締役４名、監査役２名）も招聘すること等に鑑み、ＡＣＡインベストメンツにも

当社株主総会における議決権を一定程度保有していただくことといたしました。なお、

議決権総数に対するＣ種優先株式が有する議決権の割合は、Ｃ種優先株式の発行直後の

時点において、約 20％となる見込みです。 

 

c. 当社普通株式への転換 

銀行優先株式のうち、Ａ種優先株式については 2017 年３月１日から、Ｂ種優先株式に

ついては 2019 年３月１日から、当社普通株式への転換請求権を行使することが可能とな

ります（普通株式を対価とする取得請求権）。しかしながら、当社は 2012 年４月１日以

降、当社取締役会の判断により銀行優先株式を金銭により随時償還することができるも
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のとされているため、当社の財務状況に応じ、銀行優先株式が普通株式に転換される前

に、当社の判断で償還することが可能となっております（金銭を対価とする取得条項）。

従って、当社の財務状況が改善した場合には、優先配当金の負担を減らし、また既存の

株主の議決権等に希薄化が生じることを防ぐことが可能となります。 

他方、ＡＣＡ優先株式のうち、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式については 2010 年３月

１日から、Ｅ種優先株式については 2011 年９月１日から、Ｆ種優先株式については 2013

年３月１日から、当社普通株式への転換請求権を行使することが可能となります。これ

に対し、当社による金銭による償還権の行使が可能となるのは 2014 年４月１日以降とな

ります。ＡＣＡ優先株式については、銀行優先株式と異なり、当社の成長に対する投資

という側面が強いため、投資のインセンティブを高める観点から、ＡＣＡインベストメ

ンツによる当社普通株式への転換請求権の行使可能日を、当社による金銭による償還権

の行使可能日に先行させることとしております。 

当社普通株式への転換請求権の当初転換価額については、当社の財務状況等を考慮し

た結果、銀行優先株式については給付期日（割当日）の翌日に先立つ 45 取引日目に始ま

る 30 取引日の普通株式の終値の平均（但し、下限は 110 円）とし、ＡＣＡ優先株式につ

いては 110 円とすることで合意いたしました。当該当初転換価額については、転換請求

権の行使可能日が属する年の翌年以降、毎年３月１日から当該日に先立つ 45 取引日目に

始まる 30 取引日の普通株式の売買高加重平均価格に修正される仕組みとなっておりま

す。当該転換価額の修正については、銀行優先株式においては上限転換価額を当初転換

価額の 300％とし、下限転換価額を当初転換価額の 45％としており、ＡＣＡ優先株式に

おいては、上限転換価額を当初転換価額とし、下限転換価額を当初転換価額の 70％とし

ております。 

なお、2029 年 10 月１日以降（但し、Ａ種優先株式については 2027 年 10 月 1日以降）、

当社取締役会の判断により、銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式のいずれも、当社普通株

式に転換することが可能となっております（普通株式を対価とする取得条項）。 

 

d. 金銭による優先株式の償還 

銀行優先株式については、Ａ種優先株式が 2016 年３月１日から、Ｂ種優先株式が 2018

年３月１日から、当社に対する金銭による償還請求権（金銭を対価とする取得請求権）

が行使可能となります。また、これに先立って、2012 年４月１日以降、当社取締役会の

判断により、銀行優先株式を金銭により償還することが可能となっております（金銭を

対価とする取得条項）。これは、上記 c.において記載したとおり、当社取締役会の判断

により、当社の財務状況に応じ、銀行優先株式が普通株式に転換される前に、当社の判

断で随時償還することにより、優先配当金の負担を減らし、また既存株主の議決権等に

希薄化が生じることを防ぐことを可能とするものです。 

ＡＣＡ優先株式については、2020 年３月１日以降、当社に対する金銭による償還請求

権（金銭を対価とする取得請求権）が行使可能となります。また、2014 年４月１日以降、

当社取締役会の判断により、ＡＣＡ優先株式を金銭により償還することが可能となって

おります（金銭を対価とする取得条項）。但し、当社取締役会の判断によるＡＣＡ優先株

式の償還は、先に銀行優先株式の全てが当社により償還されていることを条件としてお

ります。 
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e. 優先配当金 

銀行優先株式は、Ａ種優先株式については日本円 TIBOR（6 カ月物）＋1.0％とし、Ｂ

種優先株式については日本円 TIBOR（6 カ月物）＋1.2％としております。また、Ａ種及

びＢ種優先株式の双方について、当社が当該優先配当金の支払いを行うことができない

場合には、当該未払いの優先配当金は、翌期に当社が支払うべき優先配当金に累積する

こととなっております。配当利回りを上記のとおり設定し、また非参加型累積型の株式

としたのは、Ａ種及びＢ種優先株式が当社の既存の借入金債務を現物出資することによ

り発行されるものであることから、当該原債務と同様の経済条件を設定すべき点等を考

慮したものです。なお、Ａ種及びＢ種優先株式発行後当初３期については、当社に優先

配当金の支払義務は発生しないこととなっております。そのため、実際に銀行優先株式

の保有者に対して優先配当金を支払うのは 2013 年３月期からとなります。 

一方、ＡＣＡ優先株式については、Ｃ種、Ｄ種、Ｅ種及びＦ種優先株式のいずれにつ

いても、日本円 TIBOR（6 カ月物）＋0.5％の優先配当金を支払うこととしております。

また、優先配当金の支払いについても、Ｃ種、Ｄ種、Ｅ種及びＦ種優先株式発行後当初

５期については、当社に優先配当金の支払義務は発生しないこととなっております。そ

のため、実際にＡＣＡ優先株式の保有者に対して優先配当金を支払うのは 2015 年３月期

からとなります。このようにＡＣＡ優先株式は、銀行優先株式と比べて、優先配当利回

りを低く抑え、また優先配当の支払開始年度を遅らせている反面、ＡＣＡ優先株式は、

当社の将来の成長に強く期待して投資していただくという側面を重視し、普通株式への

転換については、銀行優先株式と比べて、当社が将来成長した場合における株価上昇の

利益をより享受しやすい内容としております（普通株式への転換についての詳細は、上

記 c.に記載のとおりです。）。 

 

②ＡＣＡ新株予約権の主な内容 

上記においてご説明しておりますＡＣＡ資本増強策として当社が発行する第６回及び第７回新

株予約権の主な内容は以下のとおりです。 

 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

新株予約権の発行時点におけ

る払込金額の総額 
１億 7,160 万円 ２億 9,568 万円 

権利行使価額 125 円 125 円 

行使価額修正条項 なし なし 

権利行使期間 2010/3/1 以降 2011/3/31 まで 2011/3/1 以降 2012/3/31 まで

行使による払込金額の総額 大 30 億円 大 30 億円 

強制転換権 なし なし 

強制償還権 なし なし 

 

※上記ＡＣＡ新株予約権は、ＡＣＡインベストメンツが、今後当社の経営に関与することか

ら、ＡＣＡインベストメンツに対して当社再建に向けたインセンティブを与える必要があ

ること、及び行使の際には当社の資金調達にも資することから発行を行うものです。ＡＣ

Ａ新株予約権は有利発行により発行されますが、ＡＣＡ新株予約権の権利行使期間は第６

10 

 



 

回及び第７回の双方とも１年間と短期間に設定しており、かつ、その権利行使期間が比較

的早期に開始することから、ＡＣＡインベストメンツに対して当社の早期再建に向けたイ

ンセンティブを付与することができると考えております。なお、ＡＣＡ新株予約権には当

社の判断により転換（普通株式を対価とする取得条項）又は償還（金銭を対価とする取得

条項）を行う権利は付与されておりません。 

 

③ 株式の希薄化について 

今般発行する本優先株式等が、全て同時に普通株式に転換することができるものと仮定し

（なお、優先株式については、保有者が普通株式を対価とする取得請求権を行使するものと

仮定）、かつ転換価額及び権利行使価額を各優先株式及び新株予約権の仕組み上の下限値に

設定することにより、当該転換後の議決権の数の今般の発行による理論上の 大値を算出す

ると 4,090,920 個となります（但し、銀行優先株式については、当初転換価額の算出条件に

基づき 2009 年９月４日を 30 取引日目として計算した当初転換価額（434.9 円）をもとに、

その後下限転換価額（195.7 円（当初転換価額の 45％））まで転換価額が修正されたと仮定

して試算しております。なお、本日以降、2009 年９月 30 日までの間に東京証券取引所にお

いて終値のない取引日が生じた場合には修正される可能性があります）。かかる数を、2009

年３月期末時点における発行済みの普通株式の議決権の総数（790,383 個）で除した割合（希

薄化率）は、約 518％（小数点以下切り上げ）となります（なお、当社取締役会の判断によ

り、普通株式を対価に強制的に普通株式へ転換すると仮定する場合には、銀行優先株式との

関係で転換価額の下限値が設定されていないため、理論上の 大希薄化率を算定することは

できません）。 

しかしながら、実際には、本優先株式等が発行された場合においても、Ｃ種優先株式以外

は議決権がないため、本優先株式等の発行の時点で現在の普通株式の保有者の有する議決権

に直ちに大幅な希薄化が生じることはありません。また、優先株式の転換や新株予約権の行

使が可能となるのは、発行後一定の期間が経過してからであり、かつ原則として種類ごとに

転換可能期間をずらしてあるため、発行後直ちに大幅な希薄化が生じないよう配慮しており

ます。加えて、発行後一定の期間が経過した後は、当社の判断により随時優先株式の償還を

行うことが可能となるため、この点においても既存株主の議決権等に対する希薄化が生じる

可能性を低減することができる仕組みを採用しております。 

更に、当社は、上場規程第 601 条第１項第 17 号及び同施行規則第 601 条第 13 項第６号に

定められた上場廃止基準に抵触することがないように、今般発行する優先株式及び新株予約

権が存在する限り、①当該優先株式及び新株予約権の払込期日から６カ月間は発行可能株式

総数を増加させないこと、②将来において発行可能株式総数を増加する場合は、その時点に

おける発行済みの普通株式の総数の４倍を超えては増加させないこと、及び③将来において

発行可能株式総数を増加する場合は、その直前に行った発行可能株式総数の増加の時から６

カ月以上の間隔を空けること、により既存株主様に、短期間に大幅な希薄化が生じることを

可及的に防ぐよう配慮いたします。なお、上記②の点に関しては、会社法上は、発行可能株

式総数の算定に際して、発行済株式総数（かかる数字には発行済みの普通株式の総数のみな

らず、発行済みの優先株式の総数も含まれます。）の４倍まで増加させることができるもの

とされていますが、当社が今般発行する優先株式及び新株予約権については、これらが普通

株式に転換されない限りは発行可能株式総数の増加限度を算定する基礎に含めないことと
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なります。 

このように、会社法上の制限よりも発行可能株式総数の増加限度額を低く設定し、発行可

能株式総数を拡大するに当たってその都度株主総会決議により定款変更を行うことを通じ

て、株主の皆様の意思を段階的に確認することといたします。また、６カ月間に行うことが

できる授権枠の拡大を１回のみに限定することも、短期に大幅な希薄化が生じる可能性を低

減することにつながるものと考えております。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額）  

項目 金額 内訳・備考 

発行総額 52,467,583,000 円 優先株式 46,000,303,000 円 

  （このうち、銀行優先株式 30,000,000,000

円は取引銀行の当社に対する貸付債権の

現物出資による発行のため、金銭の払込

はなされず、優先株式に係る金銭の払込

額 は 、 Ａ Ｃ Ａ 優 先 株 式 分 の

16,000,303,000 円となります。） 

新株予約権 6,467,280,000 円 

  （このうち、467,280,000 円は発行時点で払

い込まれますが、ＡＣＡ新株予約権の全

てが行使された時に 6,000,000,000 円は

払い込まれることになります。） 

発行諸費用額（概算）      約 7.2 億円 登録免許税等の新株発行に係る諸費用 

差引手取額（概算） 約 157.4 億円 左記は、新株予約権の権利行使による払込額

60.0 億円は含まない金額。 

    

（２）調達する資金の具体的な使途   

 具体的な資金使途 金額（概算） 支出予定時期 

① 取引銀行 4行に対する返済 75.0 億円 平成 21 年９月 30 日 

② 情報サービス事業における事業用資産（データ

センター、ソフトウェア等）の維持更新に係る

設備投資 

約 67.0 

 ～72.0億円

平成 21年度下半期～平成

25 年度 

③ 今後の成長に向けた研究開発投資及び先行投

資、他 

約 10.0 

～15.0 億円 

平成 21年度下半期～平成

25 年度 

     ※調達する資金の具体的な使途については上記のとおりであり、これらの支出に充当する

までは、当社の銀行口座にて管理する予定です。 

※なお、第６回新株予約権及び第７回新株予約権については、その発行時点において、払 

込金額の総額（合計467,280,000円）が当社に払い込まれ、その後当該新株予約権が行使 

される時点において、随時その行使数（新株予約権１個の目的である株式の数100株に行 

使された新株予約権の個数を乗じた数）に一株あたりの権利行使価額（125円）を乗じた 
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額に相当する金銭（合計 大6,000,000,000円）が当社に払い込まれることとなります。 

当該行使の際に払い込まれる金額については、順次、上記の資金使途計画に充当される 

予定であります。 

 

５．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

今回の資本増強策により、不動産証券化事業に係るリスク、それに起因する資金リスク及び自

己資本毀損リスクを回避し、財務面及び事業面での健全性・信頼性が確保できると考えておりま

す。 

加えて、今回の資本増強により改善した財務体質及び新経営体制のもとで、当社グループが長

年培ってきた技術力・顧客基盤･人材等の経営資源を活かした経営施策の実行が可能となるものと

考えております。また、厳しい経済環境にも対応できる収益基盤の拡充、将来の成長性確保のた

めの施策の推進ができるようになり、その結果、当社グループの企業価値を中長期的に高めるこ

とになるものと考えております。 

これらのことから、かかる資金使途は当社にとって合理性があるものと判断しております。 

 

６．本優先株式等に関する主要な日程 

本臨時株主総会開催日 平成 21 年９月 29 日 

払込期日 平成 21 年９月 30 日 

 

７．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式並びにＡＣＡ新株予約権の払込金額の算定にあたっては、当社

普通株式の株価、当該株価の騰落習性、ボラティリティ、当社の資産状態、収益状況、発行済株式

数等の諸条件、将来の銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式が普通株式に転換された場合、又はＡＣＡ

新株予約権が権利行使された場合の普通株式の希薄化の可能性等も考慮のうえ、銀行優先株式及び

ＡＣＡ優先株式については優先配当率、取得請求権、取得条項等を考慮して、一般的な価格算定モ

デルである二項ツリー・モデルによる算定結果を参考として算出しました。また、ＡＣＡ新株予約

権については権利行使期間、権利行使価額、権利行使価額の修正条項が付されていないこと等の諸

条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるブラックショールズ・モデルによる算定結果を参

考として算出しました。 

また、本優先株式等の価値算定につきましては、公正性を期すため、第三者機関が作成した価値

報告書を取得しております。 

当社の財務状況及び企業価値の改善のためには、今回のタイミング及び今回の規模での資本増強

が必要不可欠であるとの判断のもと、銀行優先株式については取引銀行４行、ＡＣＡ優先株式及び

ＡＣＡ新株予約権についてはＡＣＡインベストメンツと協議・検討を重ねたうえで、諸事情を総合

的に勘案し、銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式の払込金額並びにＡＣＡ新株予約権の発行価額を決

定いたしました。 

また、上記諸事情を総合的に勘案した結果、銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式の払込金額並びに

ＡＣＡ新株予約権の発行価額は妥当であると当社取締役会で決定いたしましたが、銀行優先株式及

びＡＣＡ優先株式の発行並びにＡＣＡ新株予約権の発行は有利発行に該当する可能性があるため、

本臨時株主総会において特別決議事項として付議し、株主の皆様のご判断を仰ぐ所存です。 
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（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 

銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されており、

銀行優先株式の取得請求権、ＡＣＡ優先株式の取得請求権又はＡＣＡ新株予約権が行使された場

合、株式の希薄化が生じます。 

現在の当社グループを取り巻く経済環境及び財務状況に鑑み、今回の一連の資本増強策の実行

を通じ、不動産証券化事業からの撤退と資本増強を実現させ、経営リスクを回避し、財務基盤を

強化することが当社グループにとっては不可欠であり、将来の株主価値の向上に繋がるものと考

えております。また、普通株主への影響を可及的に限定的なものとするため、普通株式を対価と

する取得請求は、2010 年３月１日以降に段階的に行うことが可能となるものとされています。従

いまして、本優先株式等の発行は、当社の普通株主にとっても合理的であると判断しております。

なお、下表は、11 ページ「③ 株式の希薄化について」における前提に基づき作成しております。 

 

 

８．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要      

〔割当先１〕                          （平成 21 年３月末） 

（１）名称 住友信託銀行株式会社 

（２）割当株式等の数量 Ａ種 5,350 株、Ｂ種 5,350 株 

（３）所在地 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番 33 号 

（４）代表者の役職・氏名 取締役社長 常陰 均 

（５）事業内容 銀行信託、リース、その他金融関連事業 

（６）資本金 2,875 億円 

（７）設立年月日 大正 14 年７月 

（８）発行済株式数 1,675,128 千株 

（９）決算期 ３月 31 日 
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（10）従業員数 （連結）9,965 人 

（11）主要取引先 － 

（12）主要取引銀行 － 

（13）大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.65％ 

（14）当事会社間の関係  

 資本関係 割当先は、当社普通株式 533,800 株を保有 

 人的関係 該当事項なし 

 取引関係 預金・借入・外国為替取引、システム開発等 

 関連当事者への該当状況 なし 

（15） 近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：億円）

決算期 
平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

連結純資産 14,479 12,809 12,640

連結総資産 210,030 221,807 213,301

１株当たり連結純資産（円） 738.77 639.75 521.85

連結経常収益 8,533 10,956 10,621

連結経常利益（△損失） 1,701 1,369 296

連結当期純利益（△損失） 1,038 823 79

１株当たり連結当期純利益（△損失）（円） 62.05 49.17 4.74

１株当たり配当金（普通株式）（円） 17.00 17.00 10.00

 

 〔割当先２〕                          （平成 21 年３月末） 

（１）名称 株式会社三井住友銀行 

（２）割当株式等の数量 Ａ種 5,650 株、Ｂ種 5,650 株 

（３）所在地 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 

（４）代表者の役職・氏名 頭取 奥 正之 

（５）事業内容 銀行、リース、その他金融関連事業 

（６）資本金 6,649 億円 

（７）設立年月日 平成８年６月６日 

（８）発行済株式数 
普通株式 56,355 千株 

優先株式 70 千株 

（９）決算期 ３月 31 日 

（10）従業員数 （連結）21,816 人 

（11）主要取引先 － 

（12）主要取引銀行 － 

（13）大株主及び持株比率 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100.0％ 
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（14）当事会社間の関係  

 資本関係 割当先は、当社普通株式 13,785 株を保有 

 人的関係 該当事項なし 

 取引関係 預金・借入・外国為替取引等 

 関連当事者への該当状況 なし 

（15） 近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：億円）

決算期 
平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

連結純資産 54,124 50,807 45,186

連結総資産 985,706 1,086,377 1,158,493

１株当たり連結純資産（円） 67,823.69 60,442.81 41,492.54

連結経常収益 29,256 34,110 29,896

連結経常利益（△損失） 7,166 7,349 592

連結当期純利益（△損失） 4,017 3,518 △3,173

１株当たり連結当期純利益（△損失）（円） 7,072.09 6,132.91 △5,740.34

１株当たり配当金（普通株式）（円） 763 1,487 1,638

 

〔割当先３〕                          （平成 21 年３月末） 

（１）名称 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

（２）割当株式等の数量 Ａ種 2,143 株、Ｂ種 2,143 株 

（３）所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 

（４）代表者の役職・氏名 頭取 永易 克典 

（５）事業内容 銀行、リース、その他金融関連事業 

（６）資本金 11,962 億円 

（７）設立年月日 大正８年８月 25 日 

（８）発行済株式数 
普通株式 10,833,384 千株 

優先株式 357,700 千株 

（９）決算期 ３月 31 日 

（10）従業員数 （連結）56,024 人 

（11）主要取引先 － 

（12）主要取引銀行 － 

（13）大株主及び持株比率 株式会社三菱東京ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100.0％
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（14）当事会社間の関係  

 資本関係 なし 

 人的関係 該当事項なし 

 取引関係 預金・借入・外国為替取引、システム開発等 

 関連当事者への該当状況 なし 

（15） 近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：億円）

決算期 
平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

連結純資産 88,905 79,852 68,570

連結総資産 1,558,630 1,558,019 1,608,261

１株当たり連結純資産（円） 678.60 587.12 451.70

連結経常収益 48,795 50,836 42,400

連結経常利益（△損失） 11,784 7,944 △1,038

連結当期純利益（△損失） 7,444 5,914 △2,139

１株当たり連結当期純利益（△損失）（円） 73.40 56.93 △21.86

１株当たり配当金（普通株式）（円） 46.32 46.45 5.45

 

〔割当先４〕                          （平成 21 年３月末） 

（１）名称 株式会社みずほコーポレート銀行 

（２）割当株式等の数量 Ａ種 1,857 株、Ｂ種 1,857 株 

（３）所在地 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 

（４）代表者の役職・氏名 取締役頭取 佐藤 康博 

（５）事業内容 銀行、リース、その他金融関連事業 

（６）資本金 10,709 億円 

（７）設立年月日 大正 12 年５月７日（平成 14 年４月１日発足） 

（８）発行済株式数 
普通株式 7,294 千株 

優先株式 3,759 千株 

（９）決算期 ３月 31 日 

（10）従業員数 （連結）37,345 人 

（11）主要取引先 － 

（12）主要取引銀行 － 

（13）大株主及び持株比率 株式会社みずほフィナンシャルグループ 100.0％ 
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（14）当事会社間の関係  

 資本関係 割当先は、当社普通株式 1,602 株を保有 

 人的関係 該当事項なし 

 取引関係 預金・借入・外国為替取引、システム開発等 

 関連当事者への該当状況 なし 

（15） 近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：億円）

決算期 
平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

連結純資産 47,003 36,483 28,259

連結総資産 842,710 880,981 878,625

１株当たり連結純資産（円） 307,548.14 189,592.09 42,171.09

連結経常収益 24,264 27,696 20,365

連結経常利益（△損失） 4,183 △114 △1,872

連結当期純利益（△損失） 3,365 △556 △2,698

１株当たり連結当期純利益（△損失）（円） 38,738.64 △17,194.77 △36,989.58

１株当たり配当金（普通株式）（円） 19,032 18,571 －

 

〔割当先５〕 

（１）名称 合同会社ＡＣＡインベストメンツ 

（２）割当株式等の数量 

Ｃ種 227,273 株、Ｄ種 2,273 株、Ｅ種 5,000 株、Ｆ種

5,000 株、第６回新株予約権 240,000 個、第７回新株予

約権 240,000 個 

（３）所在地 東京都千代田区平河町二丁目 16 番 15 号 

（４）設立根拠等 会社法に定める合同会社 

（５）組成目的 
株式会社ＣＳＫホールディングスの株式及び新株予約

権の保有及び処分、投資業、その他附帯業務 

（６）組成日 平成 21 年８月７日 

（７）出資者・出資比率・出資者の概  

   要 

出資者  ＡＣＡ株式会社 100％ 

事業内容   ①上場株式等に対する投資ファンドの運営

②業界特化型投資ファンド等の運営 

③Ｍ＆Ａアドバイザリー業務等 

設立年月日 平成 17 年４月１日 

所在地 東京都千代田区平河町二丁目 16 番 15 号

北野アームス 10Ｆ 

代表者   東 明浩（代表取締役） 

従業員数   21 名 

主要株主 ＡＣＡ株式会社役職員 41.61％  

住友商事株式会社   39.08％ 

アント・キャピタル・パートナーズ 

株式会社       16.06％ 
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（８）業務執行社員 ＡＣＡ株式会社 

（９）上場会社との関係  

 資本関係 なし 

 人的関係 なし 

 取引関係 該当事項なし 

 関連当事者への該当状況 該当事項なし 

  

※なお、当社は、本日付「投資契約書」において、割当先であるＡＣＡインベストメンツ及び割当

先の親会社であるＡＣＡから、同社らが暴力団等との関係がないこと等の表明及び保証を得てお

ります。また、当社は、割当先、当該割当先の役員又は出資者が暴力団等とは一切関係がないこ

とを確認しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。 

  

（２）割当先を選定した理由 

当社は、今後も継続企業として株主の皆様をはじめとするステークホルダーの利益を高めるた

め、経営基盤の強化、将来収益源泉を獲得していくことが、当社の当面果たすべき具体的な責務

であると認識しており、これらを確実に実行していくためにさまざまな取り組みを行ってまいり

ました。また、同時に第三者割当増資等、直接金融を視野に入れたさまざまな資金調達の手法を

検討してまいりました。さらに、当社には事業資金の確保が必要であり、かかる資金調達の手法

の検討においては、当社は事業会社、金融投資家や取引先など幅広い候補先の中から、今後の当

社の事業戦略を理解したうえで当社の経営方針を尊重していただける候補先に対する第三者割当

の方法による資金調達を行うことを検討してまいりました。このような検討の結果、当社は、取

引銀行４行のご協力を賜り、上記３.(１)②に記載するデット・エクイティ・スワップにより銀行

優先株式をお引受けいただくことにより、当社の債務を圧縮しつつ資本の増強を行うことが望ま

しいと判断いたしました。また、ＡＣＡ優先株式及びＡＣＡ新株予約権については、いくつかの

候補先の中から、当社の経営環境・事業方針等に理解を示していただいたうえで当社の資金調達

目的について理解をいただいている割当予定先であること、他の候補先と比較して有利な条件に

て当社を支援していただけることなどを考慮し、ＡＣＡが管理運営するＡＣＡインベストメンツ

を割当予定先として選定いたしました。 

なお、ＡＣＡインベストメンツの親会社であるＡＣＡの会社概要は、上表の（７）出資者・出

資比率・出資者の概要に記載のとおりであり、同社は上場企業・未上場企業への投資実績、ハン

ズオンスタイルでの経営支援等に豊富な経験を有しており、当社のエクイティ・スポンサーとし

て、当社グループの情報サービス事業の成長・発展に向けてご支援いただけると判断いたしまし

た。 

 

（３）割当先の保有方針  

   銀行優先株式については、当社の事業運営・財務状況等への影響を配慮しうる形とするべく取

引銀行４行と協議を進めており、短期借入債務500億円の長期借入債務への変更とあわせまして、

取引銀行４行とは、当社グループの経営・財務基盤の安定化に向け、ご理解とご協力を得られて

いるものと理解しております。なお、当社は、銀行優先株式の割当予定先である取引銀行４行と

の間において、当該取引銀行がＡ種又はＢ種優先株式を第三者に譲渡しようとする場合には、当
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該第三者に譲渡する条件を下回らない条件により、当社自ら当該取引銀行の売却を希望するＡ種

又はＢ種優先株式を購入し、又は当社の指定する第三者をして当該Ａ種又はＢ種優先株式を購入

せしめることができる旨を合意する予定です。 

ＡＣＡ優先株式及びＡＣＡ新株予約権については、当社とＡＣＡ及びＡＣＡインベストメンツ

との間において、平成 21 年９月 30 日から３年を経過する日までの間、①ＡＣＡ優先株式及びＡ

ＣＡ新株予約権、並びに②ＡＣＡ優先株式の転換又はＡＣＡ新株予約権の行使により取得する当

社普通株式を、当社の事前の書面による承諾なく、ＡＣＡインベストメンツの支配する会社又は

ファンド以外の第三者に対し、譲渡（但し、本件に係る資金調達を目的とする質権の設定は除き

ます。）しないことを合意しております。また、ＡＣＡ優先株式及びＡＣＡ新株予約権につきまし

ては、譲渡制限が付してあり、当該優先株式又は新株予約権の譲渡に際しては、当社取締役会の

承認を要することとなっております。更に、当社は、ＡＣＡ及びＡＣＡインベストメンツとの間

において、上記３年経過後も、当社が取引銀行支援策の一環として取引銀行４行との間で 2009 年

９月 29 日までに締結する予定の、短期借入債務の長期借入債務への借換えに係るシンジケート・

ローン契約上の当社の債務の弁済が完了するまでの間（当該締結日から４年半を予定）は、ＡＣ

Ａインベストメンツが保有する当社の議決権比率が 22％を下回ることにより当該シンジケート・

ローン契約上の当社の期限の利益喪失事由に該当する場合には、ＡＣＡインベストメンツは①Ａ

ＣＡ優先株式及びＡＣＡ新株予約権、並びに②ＡＣＡ優先株式の転換又はＡＣＡ新株予約権の行

使により取得する当社普通株式を譲渡することができない旨の合意しております。ＡＣＡ優先株

式の転換若しくはＡＣＡ新株予約権の行使により発行する当社普通株式又はＡＣＡ優先株式若し

くはＡＣＡ新株予約権に関する異動を確認した場合、速やかに公表いたします。 

加えて、当社は、ＡＣＡ及びＡＣＡインベストメンツとの間において、ＡＣＡインベストメン

ツがＡＣＡ優先株式若しくはＡＣＡ新株予約権、又はＡＣＡ優先株式の転換若しくはＡＣＡ新株

予約権の行使により取得する当社普通株式を譲渡しようとする場合には、当社の企業価値の維

持・向上の観点からなされる当社の各取締役の意見を合理的な範囲で考慮するものとし、当該譲

渡に際して、当社の株価に大幅な変動を与えることのないよう、譲渡の数や時期について、合理

的な範囲で配慮することを合意しております。 

なお、優先株式の発行日から２年間において優先株式を譲渡する場合、ならびに優先株式を普

通株式に転換し、当該普通株式を譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の確約を得る予

定です。 

 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

本優先株式等（銀行優先株式を除く。）の払込みに要する資金につきましては、ＡＣＡ優先株式

及びＡＣＡ新株予約権の割当予定先であるＡＣＡインベストメンツに資金を拠出する予定の出資

者及びレンダーより、割当予定先に資金の拠出を行う旨のコミットメントレターを取得しており

ます。また、ＡＣＡインベストメンツからも、当社とＡＣＡ及びＡＣＡインベストメンツとの間

で締結した本日付「投資契約書」に記載の一定の条件が充足されることを条件として、ＡＣＡ新

株予約権の発行価額について払い込みを行うことの確約をいただいております。 

また、銀行優先株式は、金銭の払込を要しないデット・エクイティ・スワップの形態によるも

のであります。銀行優先株式の割当予定先である取引銀行４行が払い込む予定の当社に対する債

権は、取引銀行４行との間で締結した本日付「協定書」において合意しております。払込みとし

て当社に給付される債権の具体的な内容は、別紙１「優先株式発行要項」のＡ種優先株式及びＢ
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種優先株式の「(7)各割当先の出資の目的とする財産の内容及び価額」の欄をご参照ください。 

 

９．募集後の大株主及び持株比率 

（１）普通株式  

募集前（平成 21 年８月 15 日現在） 募集後 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

ＣＳＫグループ社員持株会 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 4G）

日本生命保険相互会社 

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）

三菱ＵＦＪ証券株式会社 

財団法人大川科学技術財団設立準備委員会 

ＪＰモルガン証券株式会社 

日興シティ信託銀行株式会社（信託口） 

 5.76％ 

5.00％ 

4.65％ 

3.23％ 

2.91％ 

2.49％ 

2.06％ 

2.01％ 

1.33％ 

1.32％ 

同左 

 

（２）優先株式 

①Ａ種優先株式 

募集前 募集後(小数点第３位以下を切り捨て) 

該当なし 住友信託銀行株式会社 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほコーポレート銀行 

35.66%

37.66%

14.28%

12.38%

 

②Ｂ種優先株式 

募集前 募集後(小数点第３位以下を切り捨て)  

該当なし 住友信託銀行株式会社 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほコーポレート銀行 

35.66%

37.66%

14.28%

12.38%

  

③Ｃ種優先株式 

募集前 募集後 

該当なし 合同会社ＡＣＡインベストメンツ 100.00%

 

④Ｄ種優先株式 

募集前 募集後 

該当なし 合同会社ＡＣＡインベストメンツ 100.00%
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⑤Ｅ種優先株式 

募集前 募集後 

該当なし 合同会社ＡＣＡインベストメンツ 100.00%

 

⑥Ｆ種優先株式 

募集前 募集後 

該当なし 合同会社ＡＣＡインベストメンツ 100.00%

 

10．今後の見通し 

（１）当社グループは、前記の一連の資本増強策等の検討と並行して、金融サービス事業やその他

事業の整理･縮小を進めており、また、主力事業である情報サービス事業につきましても、選

択と集中を進めてまいりました。そのため、今回の一連の資本増強策をご承認いただけた場

合、当社グループのリスク要因である「不動産証券化事業に係るリスク」、「資金リスク」、「自

己資本毀損リスク」を回避することが可能となり、財務面及び事業面での健全性・信頼性が

確保できるものと考えております。 

加えて、今回の資本増強により改善した財務状況及び新経営体制のもとで、当社グループ

が長年培ってきた技術力・顧客基盤･人材等の経営資源を活かした経営施策の実行が可能とな

るものと考えております。また、厳しい経済環境にも対応できる収益基盤の拡充、将来の成

長性確保のための施策の推進ができるようになり、その結果、当社グループの企業価値を中

長期的に高めることになるものと考えております。 

（２）上記３（１）①の株式及び債権譲渡の対価の総額が支払われること、上記３（１）②の現物

出資の全部が給付期日に給付されること並びに上記３（１）③の払込金額の総額が払込期日

に払い込まれることを条件として、経営体制を刷新するため、現行の取締役及び監査役は全

員辞任し、新たに当社が指名する取締役２名及び監査役１名並びにＡＣＡインベストメンツ

が指名する取締役４名及び監査役２名の合計９名（取締役６名及び監査役３名）が、新たに

取締役及び監査役に就任する予定です。就任予定の新任役員の詳細につきましては、当社ホ

ームページに掲載の「臨時株主総会 招集ご通知」をご参照ください。また、新任役員の選

任について本臨時株主総会でご承認をいただきましたうえで、平成 21 年９月 30 日開催予定

の当社取締役会において、代表取締役会長に東明浩氏を、代表取締役社長に中西毅氏を選定

する予定です。 

（３）一連の資本増強スキームの一環として、連結決算において不動産証券化事業等に係る約 550

億円の特別損失を計上することになります。従って、本不動産リスク遮断策のみを単独で実

施した場合、かかる特別損失の計上により債務超過となる見込みですが、本不動産リスク遮

断策は、あくまでも取引銀行支援策及びＡＣＡ資本増強策の実施を前提として、これらと同

時に本年９月 30 日付で実行される予定であることから、債務超過を解消し、健全な財務基盤

を確保することが可能となります。連結業績予想の修正については、本日発表いたしました

「特別損失の発生及び平成 22 年３月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 
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（４） 本日付で締結したＡＣＡ及びＡＣＡインベストメンツとの「投資契約書」において、将来に

おける発行可能株式総数の増加可能幅を大きくすることを目的として、ＡＣＡ優先株式のう

ち、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の全てについて、普通株式を対価とする取得請求権を行

使することができる期間の初日（2010 年４月１日）以降 2010 年３月 24 日までの間に、転換

権を行使する旨の規定が定められております。 

 

 11.企業行動規範上の手続に関する事項 

本優先株式等に係る取引銀行４行及びＡＣＡインベストメンツへの第三者割当につきましては、 

希薄化率が 25％以上であり、主要株主の異動を伴うものであることから、本臨時株主総会の「招

集ご通知」の株主総会参考書類において資本増強の必要性及び相当性について記載・説明のうえ、

本臨時株主総会において第三者割当による募集優先株式及び募集新株予約権の有利発行の議案と

して株主の意思確認手続を行います。 

 

 12． 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：百万円）  

 平成 19年３月期 平成20年３月期 平成 21年３月期

連結売上高 245,981 239,695 206,099

連結営業利益（△損失） 29,904 19,256 △123,066

連結経常利益（△損失） 30,810 20,634 △122,479

連結当期純利益（△損失） 8,679 1,272 △161,529

１株当たり連結当期純利益 

（△損失）（円） 
117.35 17.34 △2,097.39

１株当たり配当金（円） 40.00 40.00 －

１株当たり連結純資産（円） 2,479.33 2,317.18 251.40

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 21 年３月 31 日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率

発行済株式数 80,290,414 株 100.0%

現時点の転換価額（行使価額）におけ

る潜在株式数の総数 
9,553,648 株 11.9%

下限値の転換価額（行使価額）におけ

る潜在株式数の総数 
－ －

上限値の転換価額（行使価額）におけ

る潜在株式数の総数 
－ －

 

（３） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況  

 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

始値 5,880 円 4,950 円 2,270 円
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高値 6,040 円 5,240 円 2,655 円

安値 4,610 円 2,075 円 122 円

終値 4,940 円 2,300 円 242 円

 

② 近６ヶ月間の状況 

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

始値 183 円 248 円 513 円 409 円 453 円 450 円

高値 296 円 629 円 562 円 586 円 501 円 493 円

安値 122 円 243 円 392 円 398 円 344 円 395 円

終値 242 円 518 円 409 円 455 円 453 円 414 円

 

③発行決議日の前取引日における株価  

 平成 21 年９月７日 

始値 418 円 

高値 426 円 

安値 415 円 

終値 420 円 

 

（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況  

①優先株式 

 銀行優先株式 ＡＣＡ優先株式 

 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種 Ｆ種 

(1)発行期日 平成 21 年９月 30 日 

(2)発行新株式数 15,000 株 15,000 株 227,273 株 2,273 株 5,000 株 5,000 株 

(3)発行価額 1,000 千円 1,000 千円 11 千円 1,100 千円 1,100 千円 1,100 千円 

(4)調達資金の額 150 億円 150 億円 25億3,000円 25 億 30 万円 55 億円 55 億円 

第三者割当 

(5)割当方法及び

割当先 

住友信託銀行株式会社 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行 

株式会社みずほコーポレー

ト銀行 

合同会社ＡＣＡインベストメンツ 

その他 

① 本臨時株主総会における銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式の発行のための定款変更

議案及びＡＣＡ新株予約権に関する第三者割当による募集新株予約権の有利発行の

議案がいずれも原案どおり承認されることが発行の条件となります。 

② ＡＣＡ優先株式には、譲渡制限が付されております。 

③ 銀行優先株式は、デット・エクイティ・スワップの形態であり、当社に対する貸付債

権を現物出資する発行となり、金銭の払込は行われません。 
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②募集新株予約権の発行 

 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

(1)発行期日 平成 21 年９月 30 日 

(2)新株予約権の総数 240,000 個 240,000 個 

(3)払込金額 171,600,000 円 295,680,000 円 

(4)当該発行による潜在株式数 24,000,000 株 24,000,000 株 

(5)資金調達の額 3,171,600,000 円 3,295,680,000 円 

(6)行使価額 125 円 125 円 

(7)その他 

① 本臨時株主総会における銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式の発

行のための定款変更議案及び銀行優先株式及びＡＣＡ優先株式

に関する第三者割当による募集株式の有利発行の議案がいずれ

も原案どおり承認されることが発行の条件となります。 

② ＡＣＡ新株予約権には、譲渡制限が付されております。 

 

（５） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況  

・平成 18 年７月 27 日に発行した第７回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行期日 平成 18 年７月 27 日 

調達資金の額 35,000,000,000 円 

転換価額 5,892 円 

募集時点における 

発行済株式総数 
78,068,098 株 

当該募集による 

発行済株式総数 
－ 

割当先 － 

当該募集による 

潜在株式数 

現時点の当初転換価額（5,892 円）における潜在株式数：5,940,257

株 

転換価額上限額（－円）における潜在株式数：－株 

転換価額下限額（－円）における潜在株式数：－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）： －株 

（残高 35,000,000,000 円、転換価額（行使価額）－円） 

発行時における 

当初の資金使途 

①20,000,000,000 円：平成 19 年 12 月に償還予定の第１回、第２回

及び第３回無担保社債の償還資金に充当 

②3,400,000,000 円：借入金返済 

③11,600,000,000 円：株式会社ＣＳＫ証券サービス（子会社）への

融資 

発行時における 

支出予定時期 

① 平成 19 年 12 月 

② 平成 18 年９月～平成 18 年 12 月 

③ 平成 18 年４月～平成 19 年９月 
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Ⅲ 子会社の異動（譲渡） 

１．異動（譲渡）の理由 

当社グループにおける不動産リスクを遮断するべく、不動産証券化事業を行う連結子会社である

ＣＳＫファイナンスの発行済株式の全部をＡＣＡプロパティーズに対して譲渡するものです。 

２．譲渡の内容 

譲渡対象会社 ＣＳＫファイナンス株式会社 

※概要は、下記「３．譲渡する子会社の概要」参照 

譲渡元 当社（株式会社ＣＳＫホールディングス） 

譲渡先 

 

ＡＣＡプロパティーズ投資事業有限責任組合 

組合の事業：ＣＳＫファイナンス株式会社の株式の取得及び

保有、同社に対する金銭債権の取得及び保有並びに同社

の保有する金銭債権の取得及び保有、当該株式又は金銭

債権を保有している事業者への経営指導、その他附帯す

る業務 

住所：東京都千代田区平河町二丁目 16 番 15 号 

無限責任組合員：ＡＣＡ株式会社 

譲渡日 平成 21 年９月 30 日 

その他 本件は、６ページに記載の本不動産リスク遮断策として貸付

債権とともにＣＳＫファイナンスの株式を譲渡するもの 

 

３．譲渡する子会社の概要                    （平成 21 年６月 30 日時点） 

（１）名称 ＣＳＫファイナンス株式会社 

（２）所在地 東京都港区 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 新堀 義之 

（４）事業内容 

有価証券の取得および保有  

不動産の売買、斡旋、仲介、賃貸借、維持管理ならびに保有 

経営一般に対するコンサルティング 

（５）資本金 10 億円 

（６）設立年月日 平成２年４月 

（７）発行済株式数 30,400 株 

（８）決算期 ３月 31 日 

（９）従業員数 12 人 

（10）主要取引先 － 

（11）主要取引銀行 － 

（12）大株主及び持株比率 株式会社ＣＳＫホールディングス 100.0％ 

26 

 



 

 
（13）当事会社間の関係  

 資本関係 100％子会社 

 人的関係 取締役、監査役及び従業員の派遣 

 取引関係 資金の貸付 

 関連当事者への該当状況 － 

（14） 近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：億円）

決算期 
平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

連結純資産 218 253 △815

連結総資産 971 1,929 1,040

１株当たり連結純資産（円） 706,445 823,131 △2,691,396

連結売上高 215 167 3

連結当期純利益（△損失） 72 96 △1,011

１株当たり連結当期純利益（△損失）（円） 237,241 317,879 △3,326,924

 

４．今後の見通し 

連結業績への影響につきましては、本日発表いたしました「特別損失の発生及び平成 22 年３月

期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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Ⅳ 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動 

１．異動の理由 

当社グループの抱える「不動産証券化事業に係るリスク」、「資金リスク」、「自己資本毀損リス

ク」を回避するため、今般一連の資本増強策を実施いたしますが、これに伴い、主要株主の異動

が発生するものです。資本増強策については、３ページ「２．資本増強の必要性及び相当性につ

いて」をご参照ください。  

 

２．異動の内容 

異動した株主の概要 異動前 異動後（注 2）

合同会社ＡＣＡインベスト

メンツ（注1）

－ － 22.33％ １位

  注１：当該会社の詳細は、18 ページ「割当先５」をご参照ください。 

  注２：平成 21 年３月 31 日時点の議決権の総数を基準にして算出 

 

３．今後の見通し 

   今後の見通しにつきましては、22 ページ「10.今後の見通し」をご参照ください。 

 

以 上 
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別紙１ 

 
 
優先株式発行要項 

1. 優先株式発行要項（Ａ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＡ種優先株式（以下「Ａ種
優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  15,000株 
(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,000,000円 
(4) 払込金額の総額  15,000,000,000円 
(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する
事項 

 増加する資本金の額は7,500,000,000円（１株につき500,000
円）とし、増加する資本準備金の額は7,500,000,000円（１株
につき500,000円）とする。 

(6) 募集方法  第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 
住友信託銀行株式会社 5,350株
株式会社三井住友銀行 5,650株
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,143株
株式会社みずほコーポレート銀行 1,857株
 

(7) 各割当先の出資の目
的とする財産の内容
及び価額 

 a.住友信託銀行株式会社 
住友信託銀行株式会社の当会社に対する以下の債権 
2009年８月28日付約束手形に基づく貸付債権金50億円の全
額 
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金80億円のう
ち金３億5000万円 

b.株式会社三井住友銀行 
株式会社三井住友銀行の当会社に対する以下の債権 
2008年９月30日付特殊当座借越契約書に基づく貸付債権金
105億円のうち金56億5000万円 

c.株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の当会社に対する以下の債権
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金50億円のう
ち金21億4300万円 

d.株式会社みずほコーポレート銀行 
株式会社みずほコーポレート銀行の当会社に対する以下の
債権 
2003年12月26日付特別当座貸越約定書に基づく貸付債権金
130億円のうち金18億5700万円 

(8) 給付期日  2009年９月30日 
 (9) Ａ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 
  a.Ａ種優先配当金 

当会社は、2012年４月１日以降、毎年３月31日の最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剰余金の配当をするときは、同日の最終の株主名
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、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、Ａ種優先株式１株
につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ａ種優先配当金額」という｡）の金銭によ
る剰余金の配当（以下「Ａ種優先配当」という｡）を行う。ただし、当該事業年度に
おいて、第(10)項に従ってＡ種優先中間配当（第(10)項において定義される｡）を行
った場合には、当該Ａ種優先中間配当の金額を控除した額をＡ種優先配当金額とする。
また、ある事業年度につき、Ａ種優先配当金額とＡ種優先中間配当の金額の合計額は
100,000円（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に
必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額
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とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。当会社は、上記
に定めるＡ種優先配当以外には、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、
剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＡ種優先配当金の金額 
Ａ種優先配当金額は、Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,000,000円。ただし、
Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発
生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当
年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と
する。 
｢優先配当年率」とは、Ａ種優先配当又はＡ種優先中間配当の基準日の属する事業年
度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 
(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋1.0％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数
第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 
｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ
ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ
月物）が公表されない場合には、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ヵ月物ロンド
ン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）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用
いる。 

 (10) Ａ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 
当会社は、2012年４月１日以降、毎年９月30日の最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中間配当を行うときは、同日の最終の株主名簿に
記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は
普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金額 
(1,000,000円。ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて算出した金額（ただし、１円未満は
切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ａ種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 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支払う剰
余金の配当の金額の合計額がＡ種優先配当金額に達しない場合、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「累積未払Ａ種優先配当金額」とい
う｡）については、当該翌事業年度以降、その事業年度のＡ種優先配当及び普通株主
又は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。 

 (12) 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は、Ａ種優先配当金額及び累積未
払Ａ種優先配当金額（もしあれば）の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。ただ
し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法
第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行
われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金
の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 
当会社は、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、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株当たりの残余財
産分配価額として、1,000,000円（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合
その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により
合理的に調整された額とする｡）に、残余財産の分配時点における累積未払Ａ種優先
配当金額（もしあれば）の合計額を加えた金額を支払う。Ａ種優先株式と同順位の他
の優先株式その他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ａ
種優先株式及び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会
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社の残余財産の額を超える場合には、Ａ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して
支払われる残余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方
法により決定する。 
Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を
行わない。 

 (14) 優先順位 

Ａ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｂ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に優先する。また、Ａ種優先株式

の残余財産の分配順位は、Ｂ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に劣後する。 

 (15) 議決権 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 

当会社は、Ａ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない｡ 

 (17) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ａ種優先株主は、当会社に対し、2016年３月１日以降いつでも、当会社に対してＡ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(17)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ａ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＡ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＡ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,000,000円（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日における累積未払Ａ種優先配当金額（もし

あれば）の合計額、及び当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とす

るＡ種優先配当に係るＡ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以
下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め
るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合
において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌
日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株
式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(17)項若しくは第(18)項又はＢ種優
先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式若しくはＦ種優先株式の発行要
項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会
において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ
種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限
額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 
本(17)項に基づくＡ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき
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Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種
優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当
会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の
取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理
的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (18) 金銭を対価とする取得条項 
  a.取得条項の内容 

当会社は、2012年４月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下 
｢金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、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、当該金銭対価強制取得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金銭を交付することができ
る（以下 ｢金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において取得す
るＡ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法に
よって決定されるものとする。 

  b.取得価額 
金銭対価強制取得が行われる場合におけるＡ種優先株式１株当たりの取得価額は、
1,000,000円（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額とする｡）に115％を乗じた額に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日
を基準日とするＡ種優先配当に係るＡ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１
日 (同日を含む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ
365で除して算出した額（１円未満は四捨五入）及び当該金銭対価強制取得日におけ
る累積未払Ａ種優先配当金額（もしあれば）の合計額を加えた金額とする。 

 (19) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ａ種優先株主は、2017年３月１日から2027年９月30日までの期間中、本(19)項第c.号

に定める条件で、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会

社の普通株式を交付することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」と

いい、金銭対価取得請求とあわせて「Ａ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 

前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）

において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に

定義される｡）を下回る場合には、(ⅰ)Ａ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株

式対価取得請求を行った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

り捨てる｡）のＡ種優先株式についてのみ、当該Ａ種優先株主の株式対価取得請求に

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

式以外の株式対価取得請求に係るＡ種優先株式については、株式対価取得請求がなさ

れなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＡ種優先株

式は、抽選、株式対価取得請求がなされたＡ種優先株式の数に応じた比例按分その他

当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式

対価取得請求に係るＡ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却

による発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＡ種優先株式の数を決

する。 

｢剰余授権株式数」とは、(ⅰ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社

の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数 

(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 

(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日

において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｡）の全てが

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。 
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｢請求対象普通株式総数」とは、Ａ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価

取得請求を行ったＡ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ａ種優先株式につい

て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当

会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請

求日における下記(19)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位

まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 
  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 

上記(19)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＡ種優先株式の取得と引換え
にＡ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ａ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ａ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 
当初の転換価額は、(i)給付期日（割当日）の翌日に先立つ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（以下「東京証券取引所」という｡）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｡)、又は(ⅱ)給付期日（割当日）の翌日に先立つ45取引日目 
(ただし、終値のない日は取引日に含めない｡）に始まる30取引日（ただし、終値
のない日は取引日に含めない｡）の東京証券取引所における当会社の普通株式の
普通取引の毎日の終値の平均値のいずれか高い方（ただし、下限は110円とす
る｡）とする。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。 

   (b) 転換価額の修正 
転換価額は、2018年３月１日から2027年９月30日までの期間中、毎年３月１日に、
当該日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当会
社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格」とい
う｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、
上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない
日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純
平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額」と
いう｡）に修正される。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。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換価
額の300％に相当する金額（以下「上限転換価額」という。ただし、下記(c)に定
める転換価額の調整が行われた場合には上限転換価額にも必要な調整が行われ
る｡）を上回る場合には、上限転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転
換価額が当初転換価額の45％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。た
だし、下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必
要な調整が行われる｡）を下回る場合には、下限転換価額をもって修正後転換価
額とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ａ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
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   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行
株式数

＋
時価 調 整 後

転換価額
＝ 

調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、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。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の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

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合｡ 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 
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調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 

(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の
算式により、転換価額を調整する。 

 
併合前発行済普通株式数 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合後発行済普通株式数 

 
    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ii.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割
のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に
より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ
く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に
よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 
転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差
額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、
かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した
場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ａ種
優先株主又はＡ種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
後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求の競合 
本(19)項に基づくＡ種優先株式の株式対価取得請求日にＡ種優先株式の取得の対価と
して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種
優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先
株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回
る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた
比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行
うものとする。 

 (20) Ａ種優先株式取得請求受付場所 

   住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (21) Ａ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＡ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＡ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (22) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2027年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

35 



 

の場合、当会社は、Ａ種優先株式の取得と引換えに、当該Ａ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。こ

の場合、円位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する

金額で除した数の当会社の普通株式を交付する。なお、当該株式数の算出にあたり１

株未満の端数が生じた場合には、会社法第234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ａ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (23) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ａ種優先配当及びＡ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (24) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＡ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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2. 優先株式発行要項（Ｂ種優先株式） 
(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＢ種優先株式（以下「Ｂ種

優先株式」という｡） 
(2) 募集株式の数  15,000株 
(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,000,000円 
(4) 払込金額の総額  15,000,000,000円 
(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する
事項 

 増加する資本金の額は7,500,000,000円（１株につき500,000
円）とし、増加する資本準備金の額は7,500,000,000円（１株
につき500,000円）とする。 

(6) 募集方法  第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 
住友信託銀行株式会社 5,350株
株式会社三井住友銀行 5,650株
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,143株
株式会社みずほコーポレート銀行 1,857株
 

(7) 各割当先の出資の目
的とする財産の内容
及び価額 

 a.住友信託銀行株式会社 
住友信託銀行株式会社の当会社に対する以下の債権 
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金50億円の全
額 
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金80億円のう
ち金３億5000万円 

b.株式会社三井住友銀行 
株式会社三井住友銀行の当会社に対する以下の債権 
2008年９月30日付特殊当座借越契約書に基づく貸付債権金
105億円のうち金48億5000万円 
2009年８月28日付特殊当座借越契約書に基づく貸付債権金
50億円のうち金８億円 

c.株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の当会社に対する以下の債権
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金50億円のう
ち金21億4300万円 

d.株式会社みずほコーポレート銀行 
株式会社みずほコーポレート銀行の当会社に対する以下の
債権 
2003年12月26日付特別当座貸越約定書に基づく貸付債権金
130億円のうち金18億5700万円 

(8) 給付期日  2009年９月30日 
 (9) Ｂ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 
  a.Ｂ種優先配当金 

当会社は、2012年４月１日以降、毎年３月31日の最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剰余金の配当をするときは、同日の最終の株主名
簿に記載又は記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」とい
う｡）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」とい
う｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）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、Ｂ種優先株式１株
につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｂ種優先配当金額」という｡）の金銭によ
る剰余金の配当（以下「Ｂ種優先配当」という｡）を行う。ただし、当該事業年度に
おいて、第(10)項に従ってＢ種優先中間配当（第(10)項において定義される｡）を行
った場合には、当該Ｂ種優先中間配当の金額を控除した額をＢ種優先配当金額とする。
また、ある事業年度につき、Ｂ種優先配当金額とＢ種優先中間配当の金額の合計額は
100,000円（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に
必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額
とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 
当会社は、上記に定めるＢ種優先配当以外には、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式
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質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 
  b.剰余金の配当を行う場合のＢ種優先配当金の金額 

Ｂ種優先配当金額は、Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,000,000円。ただし、
Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発
生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当
年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と
する。 
｢優先配当年率」とは、Ｂ種優先配当又はＢ種優先中間配当の基準日の属する事業年
度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 
(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋1.2％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数
第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 
｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ
ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ
月物）が公表されない場合には、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ヵ月物ロンド
ン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）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用
いる。 

 (10) Ｂ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 
当会社は、2012年４月１日以降、毎年９月30日の最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中間配当を行うときは、同日の最終の株主名簿に
記載又は記録されたＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は
普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式の払込金額 
(1,000,000円。ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて算出した金額（ただし、１円未満は
切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｂ種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 累積条項 
ある事業年度において、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払う剰
余金の配当の金額の合計額がＢ種優先配当金額に達しない場合、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「累積未払Ｂ種優先配当金額」とい
う｡）については、当該翌事業年度以降、その事業年度のＢ種優先配当及び普通株主
又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、Ｂ種優先株主又はＢ種優先
登録株式質権者に対して配当する。 

 (12) 非参加条項 
Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金額及び累積未
払Ｂ種優先配当金額（もしあれば）の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。ただ
し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法
第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行
われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金
の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 
当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に
対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株当たりの残余財
産分配価額として、1,000,000円（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合
その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により
合理的に調整された額とする｡）に、残余財産の分配時点における累積未払Ｂ種優先
配当金額（もしあれば）の合計額を加えた金額を支払う。Ｂ種優先株式と同順位の他
の優先株式その他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｂ
種優先株式及び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会
社の残余財産の額を超える場合には、Ｂ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して
支払われる残余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方
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法により決定する。 
Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を
行わない。 

 (14) 優先順位 

Ｂ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に優先する。また、Ｂ種優先株式

の残余財産の分配順位は、Ａ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に劣後する。 

 (15) 議決権 

Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 

当会社は、Ｂ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

 (17) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｂ種優先株主は、当会社に対し、2018年３月１日以降いつでも、当会社に対してＢ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(17)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｂ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＢ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＢ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,000,000円（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日における累積未払Ｂ種優先配当金（もしあ

れば）の合計額、及び当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とする

Ｂ種優先配当にかかるＢ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額 (１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以
下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め
るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合
において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌
日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株
式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(17)項若しくは第(18)項又はＡ種優
先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式若しくはＦ種優先株式の発行要
項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会
において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ
種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限
額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 
本(17)項に基づくＢ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき
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Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種
優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当
会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の
取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理
的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (18) 金銭を対価とする取得条項 
  a.取得条項の内容 

当会社は、2012年４月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下 
｢金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＢ種優先株式の全部又は
一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を限度と
して、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付することができ
る（以下 ｢金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において取得す
るＢ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法に
よって決定されるものとする。 

  b.取得価額 
金銭対価強制取得が行われる場合におけるＢ種優先株式１株当たりの取得価額は、
1,000,000円（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額とする｡）に115％を乗じた額に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日
を基準日とするＢ種優先配当に係るＢ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１
日 (同日を含む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ
365で除して算出した額（１円未満は四捨五入）及び当該金銭対価強制取得日におけ
る累積未払Ｂ種優先配当金額（もしあれば）の合計額を加えた金額とする。 

 (19) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｂ種優先株主は、2019年３月１日から2029年９月30日までの期間中、本(19)項第c.号

に定める条件で、当会社がＢ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会

社の普通株式を交付することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」と

いい、金銭対価取得請求とあわせて「Ｂ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 

前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）

において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に

定義される｡）を下回る場合には、(ⅰ)Ｂ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株

式対価取得請求を行ったＢ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

り捨てる｡）のＢ種優先株式についてのみ、当該Ｂ種優先株主の株式対価取得請求に

基づくＢ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Ｂ種優先株

式以外の株式対価取得請求に係るＢ種優先株式については、株式対価取得請求がなさ

れなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＢ種優先株

式は、抽選、株式対価取得請求がなされたＢ種優先株式の数に応じた比例按分その他

当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式

対価取得請求に係るＢ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却

による発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＢ種優先株式の数を決

する。 

｢剰余授権株式数」とは、(ⅰ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社

の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数 

(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 

(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日

において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｡）の全てが

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。 
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｢請求対象普通株式総数」とは、Ｂ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価

取得請求を行ったＢ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｂ種優先株式につい

て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当

会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請

求日における下記(19)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位

まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 
  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 

上記(19)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＢ種優先株式の取得と引換え
にＢ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｂ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｂ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 
当初の転換価額は、(ⅰ)給付期日（割当日）の翌日に先立つ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（以下「東京証券取引所」という｡）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｡)、又は(ⅱ)給付期日（割当日）の翌日に先立つ45取引日目 
(ただし、終値のない日は取引日に含めない｡）に始まる30取引日（ただし、終値
のない日は取引日に含めない｡）の東京証券取引所における当会社の普通株式の
普通取引の毎日の終値の平均値のいずれか高い方（ただし、下限は110円とす
る｡) とする。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。 

   (b) 転換価額の修正 
転換価額は、2020年３月１日から2029年９月30日までの期間中、毎年３月１日に、
当該日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当会
社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格」という｡) 
として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30
連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存
在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価
格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額」という｡）
に修正される。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。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換価額の
300％に相当する金額（以下「上限転換価額」という。ただし、下記(c)に定める
転換価額の調整が行われた場合には上限転換価額にも必要な調整が行われる｡) 
を上回る場合には、上限転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価額
が当初転換価額の45％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、
下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必要な調
整が行われる｡）を下回る場合には、下限転換価額をもって修正後転換価額とす
る。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｂ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
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   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行
株式数

＋
時価 調 整 後

転換価額
＝ 

調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、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。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の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

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 
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調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 

(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の

算式により、転換価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

併合後発行済普通株式数 
 

    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割

のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｂ種

優先株主又はＢ種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

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求の競合 

本(19)項に基づくＢ種優先株式の株式対価取得請求日にＢ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (20) Ｂ種優先株式取得請求受付場所 

   住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (21) Ｂ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＢ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＢ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (22) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 
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当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｂ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｂ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｂ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。こ

の場合、円位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する

金額で除した数の当会社の普通株式を交付する。なお、当該株式数の算出にあたり１

株未満の端数が生じた場合には、会社法第234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｂ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (23) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｂ種優先配当及びＢ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (24) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＢ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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3. 優先株式発行要項（Ｃ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＣ種優先株式（以下「Ｃ種

優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  227,273株 

(3) 募集株式の払込金額  １株につき11,000円 

(4) 払込金額の総額  2,500,003,000円 

(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 増加する資本金の額は1,250,001,500円（１株につき5,500

円）とし、増加する資本準備金の額は1,250,001,500円（１株

につき5,500円）とする。 

(6) 申込期日  2009年９月30日 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 募集方法  第三者割当の方法により、全てのＣ種優先株式を合同会社Ａ

ＣＡインベストメンツに割り当てる。 

 (9) Ｃ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 

  a.Ｃ種優先配当金 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年３月31日の最終の株

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剰余金の配当をすると

きは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＣ種優先株式を有する株主（以下 

｢Ｃ種優先株主」という｡）又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録

株式質権者」という｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）

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、

Ｃ種優先株式１株につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｃ種優先配当金額」とい

う｡）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｃ種優先配当」という｡）を行う。ただし、

当該事業年度において、第(10)項に従ってＣ種優先中間配当（第(10)項において定義

される｡）を行った場合には、当該Ｃ種優先中間配当の金額を控除した額をＣ種優先

配当金額とする。また、ある事業年度につき、Ｃ種優先配当金額とＣ種優先中間配当

の金額の合計額は1,100円（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他

調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的

に調整された額とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 

当会社は、上記に定めるＣ種優先配当以外には、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式

質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＣ種優先配当金の金額 

Ｃ種優先配当金額は、Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額（11,000円。ただし、Ｃ

種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生

した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年

率 (以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）とす

る。 

｢優先配当年率」とは、Ｃ種優先配当又はＣ種優先中間配当の基準日の属する事業年

度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 

(６ヵ月物）(以下に定義される｡)＋0.5％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数

第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし

て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ

月物）が公表されない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業
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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ヵ月物ロンド

ン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）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

用いる。 

 (10) Ｃ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年９月30日の最終の株

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中間配当を行うときは、

同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＣ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権

者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ

種優先株式の１株当たりの払込金額（11,000円。ただし、Ｃ種優先株式について、株

式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取

締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて算

出した金額（ただし、１円未満は切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｃ種

優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 非累積条項 

ある事業年度において、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して支払う剰

余金の額がＣ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積し

ない。 

 (12) 非参加条項 
Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金額を超えて剰
余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第
758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が
行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第
８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 
当会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に
対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株当たりの残余財
産分配価額として､11,000円（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その
他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理
的に調整された額とする｡）を支払う。Ｃ種優先株式と同順位の他の優先株式その他
の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｃ種優先株式及び同
順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会社の残余財産の額
を超える場合には、Ｃ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して支払われる残余財
産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方法により決定する。 
Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を
行わない。 

 (14) 優先順位 
Ｃ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優
先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に劣後する。また、Ｃ種優先株
式の残余財産の分配順位は、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式と同順位
とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に優先する。 

 (15) 議決権 
Ｃ種優先株主は、株主総会において、１株を１単元とし、１単元につき１個の議決権
を有する。 

 (16) 譲渡制限 
譲渡によるＣ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。 

 (17) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 
当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びＣ種優先株式の種類ごと
に、同時に同一の割合で行う。 
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当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びＣ種優先株式の種類ごとに、
当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。また、当会社は、新株予
約権無償割当てを行うときは、当会社の取締役会が合理的に判断するところにより、
普通株式及びＣ種優先株式の種類ごとに新株予約権無償割当てを行うことができる。 

 (18) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｃ種優先株主は、当会社に対し、2020年３月１日以降いつでも、当会社に対してＣ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(18)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｃ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＣ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＣ種優先株式１株当たりの取得価額は、

11,000円（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額と

する｡）に、当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とするＣ種優先

配当に係るＣ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡) から

当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した額 

(１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以

下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め

るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合

において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌

日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株

式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(18)項若しくは第(19)項又はＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式若しくはＦ種優先株式の発行要

項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会

において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ

種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限

額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 

本(18)項に基づくＣ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種

優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当

会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の

取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理

的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (19) 金銭を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式の総数（ただし、当会社が保
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有するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の株式数を除く｡）が最初に零となった日以降

いつでも（ただし、2014年４月１日以降に限る｡)、当会社の取締役会が別に定める日 

(以下「金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＣ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を

限度として、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付すること

ができる（以下「金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において

取得するＣ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な

方法によって決定されるものとする。 

  b.取得価額 

金銭対価強制取得が行われる場合におけるＣ種優先株式１株当たりの取得価額は、

11,000円（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額と

する｡）に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするＣ種優

先配当に係るＣ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡）か

ら当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した額 

(１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

 (20) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｃ種優先株主は、2010年３月１日以降いつでも、本(20)項第c.号に定める条件で、当

会社がＣ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付

することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」といい、金銭対価取得

請求とあわせて ｢Ｃ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 
前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）
において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に
定義される｡）を下回る場合には、(ⅰ)Ｃ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株
式対価取得請求を行ったＣ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
り捨てる｡）のＣ種優先株式についてのみ、当該Ｃ種優先株主の株式対価取得請求に
基づくＣ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Ｃ種優先株
式以外の株式対価取得請求に係るＣ種優先株式については、株式対価取得請求がされ
なかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＣ種優先株式
は、抽選、株式対価取得請求がなされたＣ種優先株式の数に応じた比例按分その他当
会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式対
価取得請求に係るＣ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却に
よる発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＣ種優先株式の数を決す
る。 
｢剰余授権株式数」とは、(ⅰ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社
の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数 
(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 
(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日
において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｡）の全てが
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、Ｃ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価
取得請求を行ったＣ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｃ種優先株式につい
て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当
会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請
求日における下記(20)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位
まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 
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  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 
上記(20)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＣ種優先株式の取得と引換え
にＣ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｃ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｃ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 

     当初の転換価額は、110円とする。 

   (b) 転換価額の修正 

転換価額は、2011年以降毎年３月１日に、当該日に先立つ45取引日目に始まる30

連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）にお

ける当会社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格｣ 

という｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただ

し、上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表され

ない日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた

単純平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価

額」という｡）に修正される。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。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初

転換価額を上回る場合には当初転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転

換価額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。た

だし、下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必

要な調整が行われる｡）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額

とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｃ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
 
   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行

株式数
＋

時価 調 整 後
転換価額

＝ 
調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、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。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該
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基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の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

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合｡ 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 
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(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の

算式により、転換価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

併合後発行済普通株式数 
 

    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割

のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｃ種

優先株主又はＣ種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

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求等の競合 

本(20)項に基づくＣ種優先株式の株式対価取得請求日にＣ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (21) Ｃ種優先株式取得請求受付場所 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (22) Ｃ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＣ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＣ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (23) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｃ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｃ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｃ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の
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総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。円

位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する金額（ただ

し、当該金額が下限転換価額を下回る場合には、下限転換価額とする｡）又はその直

近の修正後転換価額のいずれか低い方の金額で除した数の当会社の普通株式を交付す

る。なお、当該株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じた場合には、会社法第

234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｃ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (24) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｃ種優先配当及びＣ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (25) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＣ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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4. 優先株式発行要項（Ｄ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＤ種優先株式（以下「Ｄ種

優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  2,273株 

(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,100,000円 

(4) 払込金額の総額  2,500,300,000円 

(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 増加する資本金の額は1,250,150,000円（１株につき550,000

円）とし、増加する資本準備金の額は1,250,150,000円（１株

につき550,000円）とする。 

(6) 申込期日  2009年９月30日 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 募集方法  第三者割当の方法により、全てのＤ種優先株式を合同会社Ａ

ＣＡインベストメンツに割り当てる。 

 (9) Ｄ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 

  a.Ｄ種優先配当金 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年３月31日の最終の株

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剰余金の配当をすると

きは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種優先株式を有する株主（以下 

｢Ｄ種優先株主」という｡）又はＤ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優先登録

株式質権者」という｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）

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、

Ｄ種優先株式１株につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｄ種優先配当金額」とい

う｡）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｄ種優先配当」という｡）を行う。ただし、

当該事業年度において、第(10)項に従ってＤ種優先中間配当（第(10)項において定義

される｡）を行った場合には、当該Ｄ種優先中間配当の金額を控除した額をＤ種優先

配当金額とする。また、ある事業年度につき、Ｄ種優先配当金額とＤ種優先中間配当

の金額の合計額は110,000円（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その

他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 

当会社は、上記に定めるＤ種優先配当以外には、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式

質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＤ種優先配当金の金額 

Ｄ種優先配当金額は、Ｄ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、

Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発

生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当

年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と

する。 

｢優先配当年率」とは、Ｄ種優先配当又はＤ種優先中間配当の基準日の属する事業年

度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 

(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋0.5％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数

第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし

て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ

月物）が公表されない場合には、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ヵ月物ロンド
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ン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）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

用いる。 

 (10) Ｄ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年９月30日の最終の株

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中間配当を行うときは、

同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権

者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ

種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、Ｄ種優先株式について、

株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社

取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて

算出した金額（ただし、１円未満は切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｄ

種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 非累積条項 

ある事業年度において、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対して支払う剰

余金の額がＤ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積し

ない。 

 (12) 非参加条項 

Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対しては、Ｄ種優先配当金額を超えて剰

余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第

758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が

行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第

８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に

対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先株式１株当たりの残余財

産分配価額として、1,100,000円（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合

その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により

合理的に調整された額とする｡）を支払う。Ｄ種優先株式と同順位の他の優先株式そ

の他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｄ種優先株式及

び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会社の残余財産

の額を超える場合には、Ｄ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して支払われる残

余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方法により決定

する。 

Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を

行わない。 

 (14) 優先順位 

Ｄ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｃ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優

先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に劣後する。また、Ｄ種優先株

式の残余財産の分配順位は、Ｃ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式と同順位

とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に優先する。 

 (15) 議決権 

Ｄ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 譲渡制限 

譲渡によるＤ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。 

 (17) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｄ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 
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当会社は、Ｄ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

 (18) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｄ種優先株主は、当会社に対し、2020年３月１日以降いつでも、当会社に対してＤ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(18)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｄ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＤ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＤ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とするＤ種

優先配当に係るＤ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡）

から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した

額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以

下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め

るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合

において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌

日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株

式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(18)項若しくは第(19)項又はＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｅ種優先株式若しくはＦ種優先株式の発行要

項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会

において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ

種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限

額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 

本(18)項に基づくＤ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種

優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当

会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の

取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理

的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (19) 金銭を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式の総数（ただし、当会社が保

有するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の株式数を除く｡）が最初に零となった日以降
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いつでも（ただし、2014年４月１日以降に限る｡)、当会社の取締役会が別に定める日 

(以下「金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＤ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を

限度として、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付すること

ができる (以下「金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において

取得するＤ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な

方法によって決定されるものとする。 

  b.取得価額 

金銭対価強制取得が行われる場合におけるＤ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするＤ

種優先配当に係るＤ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

 (20) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｄ種優先株主は、2010年３月１日以降いつでも、本(20)項第c.号に定める条件で、当

会社がＤ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付

することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」といい、金銭対価取得

請求とあわせて ｢Ｄ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 
前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）
において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に
定義される｡）を下回る場合には、(ⅰ)Ｄ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株
式対価取得請求を行ったＤ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
り捨てる｡）のＤ種優先株式についてのみ、当該Ｄ種優先株主の株式対価取得請求に
基づくＤ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Ｄ種優先株
式以外の株式対価取得請求に係るＤ種優先株式については、株式対価取得請求がされ
なかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＤ種優先株式
は、抽選、株式対価取得請求がなされたＤ種優先株式の数に応じた比例按分その他当
会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式対
価取得請求に係るＤ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却に
よる発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＤ種優先株式の数を決す
る。 
｢剰余授権株式数」とは、(ⅰ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社
の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数 
(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 
(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日
において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｡）の全てが
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、Ｄ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価
取得請求を行ったＤ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｄ種優先株式につい
て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当
会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請
求日における下記(20)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位
まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 

  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 
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上記(20)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＤ種優先株式の取得と引換え
にＤ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｄ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｄ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 

     当初の転換価額は、110円とする。 

   (b) 転換価額の修正 

転換価額は、2011年以降毎年３月１日に、当該日に先立つ45取引日目に始まる30

連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）にお

ける当会社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格｣ 

という｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただ

し、上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表され

ない日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた

単純平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額｣ 

という｡）に修正される。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。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換

価額を上回る場合には当初転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価

額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、

下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必要な調

整が行われる｡）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｄ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
 
   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行

株式数
＋

時価 調 整 後
転換価額

＝ 
調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、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。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通
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株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする。 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の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

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 
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(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の

算式により、転換価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

併合後発行済普通株式数 
 

    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割

のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｄ種

優先株主又はＤ種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

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求等の競合 

本(20)項に基づくＤ種優先株式の株式対価取得請求日にＤ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (21) Ｄ種優先株式取得請求受付場所 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (22) Ｄ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＤ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＤ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (23) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｄ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｄ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｄ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の
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総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。円

位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する金額（ただ

し、当該金額が下限転換価額を下回る場合には、下限転換価額とする｡）又はその直

近の修正後転換価額のいずれか低い方の金額で除した数の当会社の普通株式を交付す

る。なお、当該株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じた場合には、会社法第

234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｄ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (24) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｄ種優先配当及びＤ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (25) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＤ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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5. 優先株式発行要項（Ｅ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＥ種優先株式（以下「Ｅ種

優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  5,000株 

(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,100,000円 

(4) 払込金額の総額  5,500,000,000円 

(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 増加する資本金の額は2,750,000,000円（１株につき550,000

円）とし、増加する資本準備金の額は2,750,000,000円（１株

につき550,000円）とする。 

(6) 申込期日  2009年９月30日 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 募集方法  第三者割当の方法により、全てのＥ種優先株式を合同会社Ａ

ＣＡインベストメンツに割り当てる。 

 (9) Ｅ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 

  a.Ｅ種優先配当金 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年３月31日の最終の株

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剰余金の配当をすると

きは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＥ種優先株式を有する株主（以下 

｢Ｅ種優先株主」という｡）又はＥ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優先登録

株式質権者」という｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）

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、

Ｅ種優先株式１株につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｅ種優先配当金額」とい

う｡）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｅ種優先配当」という｡）を行う。ただし、

当該事業年度において、第(10)項に従ってＥ種優先中間配当（第(10)項において定義

される｡）を行った場合には、当該Ｅ種優先中間配当の金額を控除した額をＥ種優先

配当金額とする。また、ある事業年度につき、Ｅ種優先配当金額とＥ種優先中間配当

の金額の合計額は110,000円（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その

他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 

当会社は、上記に定めるＥ種優先配当以外には、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式

質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＥ種優先配当金の金額 
Ｅ種優先配当金額は、Ｅ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、
Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発
生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当
年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と
する。 
｢優先配当年率」とは、Ｅ種優先配当又はＥ種優先中間配当の基準日の属する事業年
度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 
(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋0.5％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数
第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 
｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ
ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ
月物）が公表されない場合には、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ヵ月物ロンド
ン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）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用
いる。 
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 (10) Ｅ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 
当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年９月30日の最終の株
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中間配当を行うときは、
同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＥ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権
者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株式１株につき、Ｅ
種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、Ｅ種優先株式について、
株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社
取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて
算出した金額（ただし、１円未満は切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｅ
種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 非累積条項 
ある事業年度において、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して支払う剰
余金の額がＥ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積し
ない。 

 (12) 非参加条項 
Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対しては、Ｅ種優先配当金額を超えて剰
余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第
758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が
行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第
８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に

対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株式１株当たりの残余財

産分配価額として、1,100,000円（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合

その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により

合理的に調整された額とする｡）を支払う。Ｅ種優先株式と同順位の他の優先株式そ

の他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｅ種優先株式及

び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会社の残余財産

の額を超える場合には、Ｅ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して支払われる残

余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方法により決定

する。 

Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を

行わない。 

 (14) 優先順位 

Ｅ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＦ種優

先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に劣後する。また、Ｅ種優先株

式の残余財産の分配順位は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＦ種優先株式と同順位

とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に優先する。 

 (15) 議決権 

Ｅ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 譲渡制限 

譲渡によるＥ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。 

 (17) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｅ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 

当会社は、Ｅ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 
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 (18) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｅ種優先株主は、当会社に対し、2020年３月１日以降いつでも、当会社に対してＥ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(18)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｅ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＥ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＥ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とするＥ種

優先配当に係るＥ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡）

から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した

額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以

下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め

るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合

において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌

日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株

式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(18)項若しくは第(19)項又はＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、若しくはＦ種優先株式の発行

要項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役

会において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上

限額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 

本(18)項に基づくＥ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種

優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当

会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の

取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理

的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (19) 金銭を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式の総数（ただし、当会社が保

有するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の株式数を除く｡）が最初に零となった日以降

いつでも（ただし、2014年４月１日以降に限る｡)、当会社の取締役会が別に定める日 

(以下「金銭対価強制取得日｣ という｡）の到来をもって、当会社がＥ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を
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限度として、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付すること

ができる (以下「金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において

取得するＥ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な

方法によって決定されるものとする。 

  b.取得価額 

金銭対価強制取得が行われる場合におけるＥ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするＥ

種優先配当に係るＥ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

 (20) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｅ種優先株主は、2011年９月１日以降いつでも、本(20)項第c.号に定める条件で、当

会社がＥ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付

することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」といい、金銭対価取得

請求とあわせて ｢Ｅ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 
前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）
において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に
定義される｡）を下回る場合には、(ｉ)Ｅ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株
式対価取得請求を行ったＥ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
り捨てる｡）のＥ種優先株式についてのみ、当該Ｅ種優先株主の株式対価取得請求に
基づくＥ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Ｅ種優先株
式以外の株式対価取得請求に係るＥ種優先株式については、株式対価取得請求がされ
なかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＥ種優先株式
は、抽選、株式対価取得請求がなされたＥ種優先株式の数に応じた比例按分その他当
会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式対
価取得請求に係るＥ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却に
よる発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＥ種優先株式の数を決す
る。 
｢剰余授権株式数」とは、(ｉ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社
の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数
(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 
(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日
において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｡）の全てが
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、Ｅ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価
取得請求を行ったＥ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｅ種優先株式につい
て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当
会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請
求日における下記(20)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位
まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 

  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 
上記(20)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＥ種優先株式の取得と引換え
にＥ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｅ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

64 



 

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｅ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 

     当初の転換価額は、110円とする。 

   (b) 転換価額の修正 

転換価額は、2012年以降毎年３月１日に、当該日に先立つ45取引日目に始まる30

連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）にお

ける当会社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格」

という｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただ

し、上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表され

ない日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた

単純平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額｣ 

という｡）に修正される。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。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換

価額を上回る場合には当初転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価

額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、

下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必要な調

整が行われる｡）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｅ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
 
   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行

株式数
＋

時価 調 整 後
転換価額

＝ 
調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、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。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の
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普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする。 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の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

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 
調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌
日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを
適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普
通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、
基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す
る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株
予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.
に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること
ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を
発行する場合。 
調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条
項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新
株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初
の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも
のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の
翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適
用する。 

(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の
算式により、転換価額を調整する。 

 
併合前発行済普通株式数 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合後発行済普通株式数 

 
    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割
のために転換価額の調整を必要とするとき。 
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(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に
より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ
く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に
よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｅ種

優先株主又はＥ種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

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求等の競合 

本(20)項に基づくＥ種優先株式の株式対価取得請求日にＥ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (21) Ｅ種優先株式取得請求受付場所 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (22) Ｅ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＥ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＥ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (23) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｅ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｅ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｅ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。円

位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する金額（ただ

し、当該金額が下限転換価額を下回る場合には、下限転換価額とする｡）又はその直

近の修正後転換価額のいずれか低い方の金額で除した数の当会社の普通株式を交付す

る。なお、当該株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じた場合には、会社法第
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234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｅ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (24) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｅ種優先配当及びＥ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (25) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＥ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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6. 優先株式発行要項（Ｆ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＦ種優先株式（以下「Ｆ種

優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  5,000株 

(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,100,000円 

(4) 払込金額の総額  5,500,000,000円 

(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 増加する資本金の額は2,750,000,000円（１株につき550,000

円）とし、増加する資本準備金の額は2,750,000,000円（１株

につき550,000円）とする。 

(6) 申込期日  2009年９月30日 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 募集方法  第三者割当の方法により、全てのＦ種優先株式を合同会社Ａ

ＣＡインベストメンツに割り当てる。 

 (9) Ｆ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 

  a.Ｆ種優先配当金 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年３月31日の最終の株

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剰余金の配当をすると

きは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＦ種優先株式を有する株主（以下 

｢Ｆ種優先株主」という｡）又はＦ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｆ種優先登録

株式質権者」という｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）

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、

Ｆ種優先株式１株につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｆ種優先配当金額」とい

う｡）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｆ種優先配当」という｡）を行う。ただし、

当該事業年度において、第(10)項に従ってＦ種優先中間配当（第(10)項において定義

される｡）を行った場合には、当該Ｆ種優先中間配当の金額を控除した額をＦ種優先

配当金額とする。また、ある事業年度につき、Ｆ種優先配当金額とＦ種優先中間配当

の金額の合計額は110,000円（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その

他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 

当会社は、上記に定めるＦ種優先配当以外には、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式

質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＦ種優先配当金の金額 

Ｆ種優先配当金額は、Ｆ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、

Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発

生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当

年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と

する。 

｢優先配当年率」とは、Ｆ種優先配当又はＦ種優先中間配当の基準日の属する事業年

度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 

(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋0.5％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数

第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし

て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ

月物）が公表されない場合には、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ヵ月物ロンド
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ン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）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

用いる。 

 (10) Ｆ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年９月30日の最終の株

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中間配当を行うときは、

同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＦ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権

者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株式１株につき、Ｆ

種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、Ｆ種優先株式について、

株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社

取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて

算出した金額（ただし、１円未満は切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｆ

種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 非累積条項 

ある事業年度において、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対して支払う剰

余金の額がＦ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積し

ない。 

 (12) 非参加条項 

Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対しては、Ｆ種優先配当金額を超えて剰

余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第

758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が

行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第

８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に

対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株式１株当たりの残余財

産分配価額として、1,100,000円（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合

その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により

合理的に調整された額とする｡）を支払う。Ｆ種優先株式と同順位の他の優先株式そ

の他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｆ種優先株式及

び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会社の残余財産

の額を超える場合には、Ｆ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して支払われる残

余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方法により決定

する。 

Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を

行わない。 

 (14) 優先順位 

Ｆ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ種優

先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に劣後する。また、Ｆ種優先株

式の残余財産の分配順位は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式と同順位

とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に優先する。 

 (15) 議決権 

Ｆ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 譲渡制限 

譲渡によるＦ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。 

 (17) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｆ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 
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当会社は、Ｆ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

 (18) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｆ種優先株主は、当会社に対し、2020年３月１日以降いつでも、当会社に対してＦ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(18)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｆ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＦ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＦ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とするＦ種

優先配当に係るＦ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡）

から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した

額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以

下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め

るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合

において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌

日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株

式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(18)項若しくは第(19)項又はＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式若しくはＥ種優先株式の発行要

項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会

において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ

種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限

額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 

本(18)項に基づくＦ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種

優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当

会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の

取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理

的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (19) 金銭を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式の総数（ただし、当会社が保

有するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の株式数を除く｡）が最初に零となった日以降
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いつでも（ただし、2014年４月１日以降に限る｡)、当会社の取締役会が別に定める日 

(以下「金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＦ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を

限度として、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付すること

ができる（以下「金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において

取得するＦ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な

方法によって決定されるものとする。 

  b.取得価額 

金銭対価強制取得が行われる場合におけるＦ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするＦ

種優先配当に係るＦ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

 (20) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｆ種優先株主は、2013年３月１日以降いつでも、本(20)項第c.号に定める条件で、当

会社がＦ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付

することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」といい、金銭対価取得

請求とあわせて ｢Ｆ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 
前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）
において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に
定義される｡）を下回る場合には、(ｉ)Ｆ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株
式対価取得請求を行ったＦ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
り捨てる｡）のＦ種優先株式についてのみ、当該Ｆ種優先株主の株式対価取得請求に
基づくＦ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Ｆ種優先株
式以外の株式対価取得請求に係るＦ種優先株式については、株式対価取得請求がされ
なかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＦ種優先株式
は、抽選、株式対価取得請求がなされたＦ種優先株式の数に応じた比例按分その他当
会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式対
価取得請求に係るＦ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却に
よる発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＦ種優先株式の数を決す
る。 
｢剰余授権株式数」とは、(ｉ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社
の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数
(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 
(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日
において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｡）の全てが
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、Ｆ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価
取得請求を行ったＦ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｆ種優先株式につい
て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当
会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請
求日における下記(20)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位
まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 

  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 
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上記(20)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＦ種優先株式の取得と引換え
にＦ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｆ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｆ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 

     当初の転換価額は、110円とする。 

   (b) 転換価額の修正 

転換価額は、2014年以降毎年３月１日に、当該日に先立つ45取引日目に始まる30

連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）にお

ける当会社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格」

という｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただ

し、上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表され

ない日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた

単純平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額｣ 

という｡）に修正される。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。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換

価額を上回る場合には当初転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価

額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、

下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必要な調

整が行われる｡）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｆ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
 
   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行

株式数
＋

時価 調 整 後
転換価額

＝ 
調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、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。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通
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株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の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

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 

(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の

算式により、転換価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

併合後発行済普通株式数 
 

    ⅲ．その他の転換価額の調整 
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上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割

のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｆ種

優先株主又はＦ種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

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求等の競合 

本(20)項に基づくＦ種優先株式の株式対価取得請求日にＦ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (21) Ｆ種優先株式取得請求受付場所 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (22) Ｆ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＦ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＦ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (23) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｆ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｆ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｆ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。円
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位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する金額（ただ

し、当該金額が下限転換価額を下回る場合には、下限転換価額とする｡）又はその直

近の修正後転換価額のいずれか低い方の金額で除した数の当会社の普通株式を交付す

る。なお、当該株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じた場合には、会社法第

234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｆ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (24) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｆ種優先配当及びＦ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (25) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＦ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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新株予約権発行要項 

1. 第６回新株予約権発行要項 

(1) 新株予約権の名称  株式会社ＣＳＫホールディングス第６回新株予約権（以下

「本新株予約権」という｡） 

(2) 本新株予約権の総数  240,000個 

(3) 本新株予約権の払込

金額 

 １個につき715円 

(4) 本新株予約権の払込

金額の総額 

 171,600,000円 

(5) 募集又は割当方法及

び割当先 

 第三者割当の方法により、合同会社ＡＣＡインベストメンツ

に240,000個を割り当てる。 

(6) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算

出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の

結果１円未満の端数を生ずる場合には、その端数を切り上げ

るものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限

度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 割当日  2009年９月30日 

(9) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当会社の普通株式とし、その総数は

24,000,000株とする。また、本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「割当株

式数」という｡）は100株とする。ただし、下記第(13)項に定める行使価額（下記第

(11)項において定義される｡）の調整事由が生じた場合には、割当株式数は、調整直

前の行使価額に調整直前の割当株式数を乗じて得られる数を、調整後の行使価額で除

して得られる数に調整される。なお、かかる割当株式数の調整の結果生ずる１株未満

の端数が生じたときは、会社法第283条に定める方法によりこれを取り扱う。 

 (10) 新株予約権証券 

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しない。 

 (11) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

ａ．本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、本項第b.号に定める行

使価額に割当株式数を乗じた額とする。ただし、１円未満の端数が生じたときはこ

れを切り捨てた額とする。 

ｂ．本新株予約権の行使に際して出資される当会社の普通株式１株当たりの払込金額 

(以下「行使価額」という｡）は、125円とする。ただし、第(13)項によって調整さ

れる。 

 (12) 行使価額の修正 

本新株予約権の行使価額の修正は行わない。 

 (13) 行使価額の調整 

  ａ．行使価額調整式 

当会社は、本新株予約権の発行後、下記本項第b.号に掲げる各事由により当会社の

普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定め

る算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。行使価

額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五

入する｡ 
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    交付株式数 × 調整前行使価額 
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 ＋ 交付株式数 

 

上記行使価額調整式において使用する「時価」は、調整後の行使価額を適用する日 

(ただし、下記本項第c.号の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気

配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の

計算は、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。 

上記行使価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主に割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該基準日が

ない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１か月前の日における当会社の発行

済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通株式数を控除し、

当該行使価額の調整前に下記本項第b.号又は本項第c.号に基づき交付株式数とみな

された当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の普通株式の株式数を

加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価

額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当会社の有する当会社の普通株

式に割当てられる当会社の普通株式数を含まないものとする｡ 

  ｂ．行使価額調整事由 

行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用

時期については、次に定めるところによる。 

ⅰ．上記本項第a.号に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交付

する場合（ただし、下記本号ⅱ.の場合、取得と引換えに当会社の普通株式が交

付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当会社の普通株式

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新株予約権を含

む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又は当会社が存続会社とな

る合併若しくは完全親会社となる株式交換により当会社の普通株式を交付する場

合を除く｡)。 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該

払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。ただし、当

会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

ⅱ．当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の行使価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、

無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただ

し、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普通株式の株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用

する。 

ⅲ．上記本項第a.号に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する

定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権 

(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本項第a.号に定める

時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けることができる新株予

約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を発行する場合。 

調整後の行使価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新株予約権 

(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初の条件で行使さ

れたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新
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株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の翌日以降これを適用する。た

だし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

る場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

ⅳ．普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式に

より、行使価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

併合後発行済普通株式数 

 

  ｃ．その他の行使価額の調整 

上記本項第b.号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な行使価額に調整を行う。 

ⅰ．合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割のため

に行使価額の調整を必要とするとき。 

ⅱ．その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とするとき。 

ⅲ．行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。 

  ｄ．行使価額による調整を行わない場合 

行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、かかる調

整後行使価額は、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生した場合の行使価

額調整式において調整前行使価額とする。 

ｅ．行使価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、本新株予

約権に係る新株予約権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額、適

用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

 (14) 本新株予約権を行使することができる期間 

2010年３月１日から2011年３月31日までの期間（以下「権利行使期間」という｡）と

する。 

 (15) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 (16) 本新株予約権の取得条項 

本新株予約権の取得条項は定めない。 

 (17) 譲渡制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 

(18) 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当会社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収

分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる

株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編行為」という｡) 

を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権

に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設

分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会

社」という｡）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株

予約権を交付するものとする。 

  ａ．新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案し

て合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 
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  ｂ．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

  ｃ．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切

り捨てる。 

  ｄ．新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切

り上げる。 

ｅ．新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、新株予約権の行使の条件、新株

予約権の取得条項の有無、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、当該新株予約

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並びに

新株予約権証券 

第(6)項、第(10)項、第(14)項ないし第(16)項及び第(18)項に準じて、組織再編行

為に際して決定する。 

  ｆ．新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役

会の承認を要する。 

 (19) 本新株予約権の行使及び払込の方法 

ａ．本新株予約権を行使しようとする場合、当会社が定める様式による行使請求書に必

要事項を記入し、記名捺印又は署名の上、これを権利行使期間中に下記第(20)項に

定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

ｂ．前号の行使請求書に加えて、行使価額の総額を現金にて下記第(21)項に定める払込

取扱場所の当会社の指定する口座（以下「指定口座」という｡）に払い込むものと

する。 

ｃ．本項に従い本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することはで

きない。 

 (20) 行使請求受付場所 

株式会社ＣＳＫホールディングス 経営管理部 

 (21) 本新株予約権の払込金額の払込み及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

住友信託銀行株式会社 東京営業部 

 (22) 本新株予約権の行使の効力発生時期 

本新株予約権の行使請求の効力は、上記第(19)項第a.号の行使請求書が行使請求受付

場所に到達し、かつ上記第(19)項第b.号の行使価額の総額が指定口座に入金された場

合において、当該行使請求書が行使請求受付場所に到達した日又は当該行使価額の総

額が指定口座に入金された日のいずれか遅い日に発生する。 

 (23) その他 

上記に定めるものの他、本新株予約権の発行に必要な一切の事項の決定については、

代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、当会社株主

総会において定款変更を含むＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先

株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の発行に必要な議案が承認されること、並びに

金融商品取引法その他関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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2. 第７回新株予約権発行要項 

(1) 新株予約権の名称  株式会社ＣＳＫホールディングス第７回新株予約権（以下

｢本新株予約権」という｡） 

(2) 本新株予約権の総数  240,000個 

(3) 本新株予約権の払込

金額 

 １個につき1,232円 

(4) 本新株予約権の払込

金額の総額 

 295,680,000円 

(5) 募集又は割当方法及

び割当先 

 第三者割当の方法により、合同会社ＡＣＡインベストメンツ

に240,000個を割り当てる。 

(6) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算

出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の

結果１円未満の端数を生ずる場合には、その端数を切り上げ

るものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限

度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 割当日  2009年９月30日 

 (9) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当会社の普通株式とし、その総数は

24,000,000株とする。また、本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「割当株

式数」という｡）は100株とする。ただし、下記第(13)項に定める行使価額（下記第

(11)項において定義される｡）の調整事由が生じた場合には、割当株式数は、調整直

前の行使価額に調整直前の割当株式数を乗じて得られる数を、調整後の行使価額で除

して得られる数に調整される。なお、かかる割当株式数の調整の結果生ずる１株未満

の端数が生じたときは、会社法第283条に定める方法によりこれを取り扱う。 

 (10) 新株予約権証券 

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しない。 

 (11) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  a.本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、本項第b.号に定める行使

価額に割当株式数を乗じた額とする。ただし、１円未満の端数が生じたときはこれを

切り捨てた額とする。 

  b.本新株予約権の行使に際して出資される当会社の普通株式１株当たりの払込金額（以

下「行使価額」という｡）は、125円とする。ただし、第(13)項によって調整される。 

 (12) 行使価額の修正 

本新株予約権の行使価額の修正は行わない。 

 (13) 行使価額の調整 

  a.行使価額調整式 

当会社は、本新株予約権の発行後、下記本項第b.号に掲げる各事由により当会社の普

通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算

式 (以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。行使価額調整

式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

 

 

    交付株式数 × 調整前行使価額 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 ＋ 交付株式数 
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上記行使価額調整式において使用する「時価」は、調整後の行使価額を適用する日 

(ただし、下記本項第c.号の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、

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。 

上記行使価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該基準日がない

場合は、調整後の行使価額を適用する日の１か月前の日における当会社の発行済普通

株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通株式数を控除し、当該行使

価額の調整前に下記本項第b.号又は本項第c.号に基づき交付株式数とみなされた当会

社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の普通株式の株式数を加えた数とす

る。また、当会社の普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用

する交付株式数は、基準日における当会社の有する当会社の普通株式に割当てられる

当会社の普通株式数を含まないものとする｡ 

  b.行使価額調整事由 

行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。 

ⅰ．上記本項第a.号に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交付

する場合（ただし、下記本号ⅱ.の場合、取得と引換えに当会社の普通株式が交

付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当会社の普通株式

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新株予約権を含

む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又は当会社が存続会社とな

る合併若しくは完全親会社となる株式交換により当会社の普通株式を交付する場

合を除く｡)。 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該

払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。ただし、当

会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

ⅱ．当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の行使価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、

無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただ

し、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普通株式の株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用

する。 

ⅲ．上記本項第a.号に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する

定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権 

(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本項第a.号に定める

時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けることができる新株予

約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を発行する場合。 

調整後の行使価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新株予約権 

(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初の条件で行使さ

れたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新

株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の翌日以降これを適用する。た

だし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

る場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

ⅳ．普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式に
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より、行使価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

併合後発行済普通株式数 

 

  c.その他の行使価額の調整 

上記本項第b.号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な行使価額に調整を行う。 

ⅰ．合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割のため

に行使価額の調整を必要とするとき。 

ⅱ．その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とするとき。 

ⅲ．行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。 

  d.行使価額による調整を行わない場合 

行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、かかる調整後

行使価額は、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生した場合の行使価額調整

式において調整前行使価額とする。 

e.行使価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約

権に係る新株予約権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額、適用の

日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

 (14) 本新株予約権を行使することができる期間 

2011年３月１日から2012年３月31日までの期間（以下「権利行使期間」という｡）と

する。 

 (15) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 (16) 本新株予約権の取得条項 

本新株予約権の取得条項は定めない。 

 (17) 譲渡制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 

 (18) 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当会社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収

分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる

株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編行為」とい

う｡）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株

予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、

新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当

事会社」という｡）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに

新株予約権を交付するものとする。 

  a.新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して

合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

  b.新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

  c.新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り
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捨てる。 

  d.新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り

上げる。 

  e.新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、新株予約権の行使の条件、新株予

約権の取得条項の有無、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、当該新株予約権の

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並びに新株予

約権証券 

第(6)項、第(10)項、第(14)項ないし第(16)項及び第(18)項に準じて、組織再編行為

に際して決定する。 

  f.新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会

の承認を要する。 

 (19) 本新株予約権の行使及び払込の方法 

a.本新株予約権を行使しようとする場合、当会社が定める様式による行使請求書に必要

事項を記入し、記名捺印又は署名の上、これを権利行使期間中に下記第(20)項に定め

る行使請求受付場所に提出するものとする。 

b.前号の行使請求書に加えて、行使価額の総額を現金にて下記第(21)項に定める払込取

扱場所の当会社の指定する口座（以下「指定口座」という｡）に払い込むものとする。 

c.本項に従い本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することはでき

ない。 

 (20) 行使請求受付場所 

株式会社ＣＳＫホールディングス 経営管理部 

 (21) 本新株予約権の払込金額の払込み及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

住友信託銀行株式会社 東京営業部 

 (22) 本新株予約権の行使の効力発生時期 

本新株予約権の行使請求の効力は、上記第(19)項第a.号の行使請求書が行使請求受付

場所に到達し、かつ上記第(19)項第b.号の行使価額の総額が指定口座に入金された場

合において、当該行使請求書が行使請求受付場所に到達した日又は当該行使価額の総

額が指定口座に入金された日のいずれか遅い日に発生する。 

 (23) その他 

上記に定めるものの他、本新株予約権の発行に必要な一切の事項の決定については、

代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、当会社株主

総会において定款変更を含むＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先

株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の発行に必要な議案が承認されること、並びに

金融商品取引法その他関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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