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第三者割当による優先株式発行に関するお知らせ

　当社は、平成 18年２月 28日開催の取締役会において、諸般の状況に鑑み、投資家と合意が得ら

れた条件に基づき、機動的な資金調達を行い、資本の増強を図るため、第三者割当による優先株

式の発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．新株式発行要領

　１．新 株 式 の 名 称　　旭テック株式会社B種優先株式

　２．発 行 新 株 式 数　　10,526,316株
　３．発 行 価 額　　1株につき285円
　４．発行価額の総額　　3,000,000,060円
　５．資 本 組 入 額　　1株につき143円
　６．資本組入額の総額　　1,505,263,188円
　７．申 込 期 日　　平成18年3月28日（火曜日）

　８．払 込 期 日　　平成18年3月28日（火曜日）

　９．配 当 起 算 日　　平成18年4月1日（土曜日）

　10．新 株 券 交 付 日　　未定

　11．割当先及び株式数　　RHJインターナショナル　10,526,316株
　12．利益配当金

(1)優先配当金の額

当会社は、毎決算期最終の株主名簿に記載のB種優先株式を有する株主（以下「B種優

先株主」という。）またはB種優先株式の登録質権者（以下「B種優先登録質権者」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。）または普通株式

の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、B種優先株式1株につき1
年当たりB種優先株式1株の払込金額（金285円）に0.025を乗じた金額（1銭未満切捨て）

の利益配当金（以下「B種優先利益配当金」という。）を支払う。但し、B種優先中間

配当金が支払われた場合においては、B種優先利益配当金の支払は、B種優先中間配当

金を控除した額による。

(2)優先中間配当金

当会社は、定款第33条に定める中間配当を行うときは、B種優先株主またはB種優先登

録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種

優先利益配当金の半額（1銭未満切捨て）（以下「B種優先中間配当金」という。）を支

払う。
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(3)支払時期

B種優先利益配当金およびB種優先中間配当金は、B種優先株式発行後7年以内に開始す

る7決算期（以下「B種優先配当決算期」という。）に関してのみ支払うものとし、それ

以降の決算期においては支払わない。ただし、下記(4)に基づくB種累積未払配当金につ

いては、B種優先配当決算期およびそれ以降に到来する決算期の利益処分において支払

をなすことができるものとする。

(4)累積条項

当会社は、上記(1)乃至(3)に基づき、B種優先配当決算期に関してB種優先株主またはB
種優先登録質権者に対して支払うB種優先利益配当金の全部または一部が支払われない

ときは、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「B種累積未払

配当金」という。）については、普通株主または普通登録質権者に先立ってこれをB種

優先株主またはB種優先登録質権者に支払う。

(5)参加条項

当会社は、B種優先配当決算期に関して、普通株主または普通登録質権者に対してB種

優先配当金と同額の利益配当金を支払った後さらに残余から利益配当金を支払うとき

は、B種優先株主またはB種優先登録質権者に対して、B種優先利益配当金のほか、普通

株主または普通登録質権者に対して支払われる1株当り配当金のうちB種優先利益配当

金を超える金額を支払う。また、普通株主または普通登録質権者に対してB種優先中間

配当金と同額の中間配当金を支払った後さらに残余から中間配当を行うときは、B種優

先株主またはB種優先登録質権者に対して、B種優先中間配当金のほか、普通株主また

は普通登録質権者に対して支払われる1株当り中間配当金のうちB種優先中間配当金を

超える金額を支払う。

13．残余財産の分配

当会社は、残余財産の分配をするときは、B種優先株主またはB種優先登録質権者に対して、

B種優先株式1株につきその払込金額（金285円）に1.1を乗じた金額およびB種累積未払配

当金相当額を普通株主または普通登録質権者に先立って支払う。B種優先株主またはB種優

先登録質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

14．議決権

B種優先株主はA種優先株主・普通株主と同様に株主総会において議決権を有する。

15．株式の併合または分割

B種優先株式に関して株式の分割、株式の併合またはB種優先株主に新株引受権を付与して

B種優先株式の新株発行が行われ、その結果、B種優先利益配当金、B種優先中間配当金ま

たは残余財産の分配額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に調

整される。

16．買受けまたは消却

当会社は、いつでもB種優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買

入価額により消却することができる。

17．転換予約権

B種優先株主は、以下に定める転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件により

B種優先株式の当会社の普通株式への転換を請求することができる。

(1)転換の条件

①　当初転換価額

　　転換価額は、B種優先株式1株の払込金額（285円）とする。

②　転換価額の調整

ア B種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算

式（以下｢転換価額調整式｣という。）により調整する。
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                                     NN × C
                              N ＋ _______________

                                      CMP
               NCP ＝ OCP × _____________________________

                                  N ＋ NN

上記の算式において、

「NCP」は、調整後の転換価額を意味する。

「OCP」は、調整前転換価額（下記ウに定義される。）を意味する。

「N」は、既発行普通株式数（下記ウに定義される。）を意味する。

「NN」は、新たに発行もしくは処分された普通株式数、または転換証券（下記ア（ウ）

に定義される。）もしくは新株予約権（下記ア（ウ）に定義される。）に関する計算の

場合は、それらの転換もしくは行使により新たに発行もしくは処分され得る普通株式数

を意味する。

「C」は、NNに含まれる「普通株式1株あたりの払込金額」（下記オに定義される。）

を意味する。

「CMP」は、時価（下記エに定義される。）を意味する。

(ア)転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または

処分する場合（新株予約権の行使または転換証券の転換による発行または処分の

場合を除く。）、転換価額は、転換価額調整式に従って算出された調整後転換価

額に調整されるものとし、普通株主に当該普通株式の引受権が付与されるときは

その割当日の翌日を、それ以外のときは当該普通株式の払込期日の翌日を、かか

る調整後転換価額の適用開始日とする。

(イ)株式の分割により普通株式を発行する場合、転換価額は、転換価額調整式に従って

算出された調整後転換価額に調整されるものとし、株式分割による普通株式の割

当日の翌日をかかる調整後転換価額の適用開始日とする。但し、配当可能利益を

資本に組入れることを条件として株式分割を行う場合において、株式分割による

普通株式の割当日が配当可能利益の資本組入れを決議すべき株主総会の日よりも

前であるときは、当該株主総会の終結の日の翌日を、かかる調整後転換価額の適

用開始日とする。

(ウ)転換価額調整式で使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することが

できる証券（以下、「転換証券」という。）または普通株式を行使により取得す

ることができる権利（当会社の発行する社債に付された新株予約権を含む。）（以

下「新株予約権」という。）を発行する場合、転換価額は、転換価額調整式に従

って算出された調整後転換価額に調整されるものとし、株主に転換証券または新

株予約権の引受権が付与されるときはその割当日の翌日を、それ以外のときは当

該転換証券または新株予約権の払込期日（無償で新株予約権を発行する場合は発

行日）の翌日を、かかる調整後転換価額の適用開始日とする。当該転換証券また

は新株予約権を発行する場合、調整後転換価額の適用開始日の前日に、発行され

る転換証券の全額が普通株式に転換されたものとみなし、または発行されるすべ

ての新株予約権が行使されたものとみなし、調整後転換価額を算出するものとす

る。ただし、当該転換証券の転換価額または新株予約権の行使価額がかかる転換

証券または新株予約権の割当日または払込期日（無償で新株予約権を発行する場

合は発行日）において確定しない場合、かかる転換証券の転換価額または新株予

約権の行使価額が確定した日の翌日を、かかる調整後転換価額の適用開始日とす

る。以降の調整においては、かかるみなし株式数は、当該転換証券の転換または

当該新株予約権の行使の結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行普

通株式数に算入される。
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イ 前記アに掲げる場合のほか、株式交換、株式移転、会社分割、合併、資本の減少

または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会

が適当と判断する転換価額に調整される。

ウ 転換価額調整式に使用する「調整前転換価額」は、調整後転換価額を適用する前

日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式に使用する「既発行普通

株式数」は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調

整後転換価額の適用開始日の1ヶ月前の日における当会社の発行済の普通株式数

（ただし、普通株式に係る自己株式数を除く。）とする。

エ 転換価額調整式に使用する「時価」は、調整後転換価額の適用開始日(ただし、前

記ア(イ)ただし書に示される株式の分割を行う場合は株主割当日)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

引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、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。

オ 転換価額調整式で使用する「普通株式1株あたりの払込金額」は、それぞれ、上

記ア（ア）の場合には当該払込金額、上記ア（イ）の場合には0円、上記ア（ウ）

の場合には普通株式1株あたりの当該転換価額または普通株式1株あたりの新株

予約権の発行価額および行使に際しての払込金額の合計額とする。

カ 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1
位を切り上げる。

③　転換により発行すべき普通株式数

　　B種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は次のとおりとする。

        転換により     B種優先株主が転換請求のために提出

        発行すべき ＝  したB種優先株式の発行価額の総額

        普通株式数                 転換価額

発行すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

④　転換により発行する株式

　　当会社普通株式とする。

(2)転換を請求し得べき期間

平成18年3月28日から平成28年9月30日までとする。

(3)転換請求受付場所

名  称　　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

所在地　　東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
(4)転換効力の発生

転換の効力は、転換請求書および対象となるB種優先株式を表章する株券が上記(3)に記

載する転換請求受付場所に到達したときに発生する。

18．普通株式への一斉転換

転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかったB種優先株式は、同期間の末日の翌日をも

って、B種優先株式1株の払込金額（285円）を上記17.(2)の期間の末日における転換価額で

除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端

数が生じたときは商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。

19．優先順位

A種優先株式およびB種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金、累積未払配当金、参

加条項に基づく配当金および中間配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、それぞれ

同順位とする。

20．単元株制度

B種優先株式の1単元は1,000株とする。

21.　 発行価額の決定方法

　　　取締役会決議の直前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値
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に90％を乗じた額の1円未満を切り上げた。

22.　上記各項のほか、本要項は各種の法令に基づく必要手続の効力発生を要件とする。

23． 　今回の増資により既存株主に希薄化が生じるが、17．(1)②記載の転換価額の調整がなされ

た場合、既存株主の議決権等に更なる希薄化が生じる可能性がある。

２． 今回の増資による発行済株式総数の推移

　現在の発行済株式数　　　88,845,313株（A 種優先株式 28,572,000株、普通株式60,273,313株）

　増資による増加株式数　　10,526,316株（B 種優先株式 10,526,316株）

　増資後発行済株式総数　　99,371,629株（A 種優先株式 28,572,000株、B 種優先株式 10,526,316
株、普通株式 60,273,313株）

３．増資の理由及び資金の使途等

　（１）増資の理由

　　企業買収資金等に充てるための借入金の増大に鑑み、資本の増強を図るものであります。

  （２）増資調達資金の使途

　　借入金の返済に全て充てる予定であります。

　（３）B 種優先株式発行の理由

　　諸般の状況に鑑み、割当先との合意が得られた条件に基づき、機動的な資金調達を行い、資

本の増強を図るため。

　（４）業績に与える見通し

　　業績に与える影響は軽微です。

４．株主への利益配分等

　（１）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、「企業価値を継続的に増大させ、それに連動する積極的な配当を行うこと

により、株主のみなさまへ利益を還元すること」を基本方針といたしております。

（２）内部留保金の使途

　内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、将来の成長に不可欠な研究開発やグロー

バルな事業展開への先行投資に充当し、企業価値増大のために企業体質と競争力の強化に努め

てまいります。
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５．過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

（１）エクイティ・ファイナンスの状況

年月日 増資額 増資後資本金 増資後資本準備金

2003年 7月 3日 2,000,040,000円 5,669,277,950円 6,604,213,516円

2004年 5月 17日 87,000,000円 5,712,777,950円 6,647,713,516円

（２）過去３決算期間の株価等の推移

平成 15年 3月期 平成 16年 3月期 平成 17年 3月期

始値 127円 104円 218円

高値 144円 282円 285円

安値 78円 104円 155円

終値 104円 216円 229円

６．割当先の概要

名　　　　　　　称 RHJ インターナショナル

本　店　所　在　地 ベルギー国　ブリュッセル1050　ルイーズアベニュー326

代表者の役職・氏名 ティモシー・シー・コリンズ

資本の額 （出資金） 778,455,470ユーロ

発 行 済 株 式 総 数 77,845,547株

大株主及び持株比率

ティモシー・シー・コリンズ　(11.19％)*1

三菱商事株式会社　(6.26％)
ロスチャイルド卿　(5.20％)
*1同氏に経済的利益が帰属しない株式を含む。

主 な 事 業 内 容 持株会社

出資関係

割当前において、当社議決権のうち58.38％を保有。

A種優先株式　22,858,000株
普通株式　　 29,010,000株
（割当後の当社株式保有の明細）

A種優先株式　22,858,000株
B種優先株式　10,526,316株
普通株式　　 29,010,000株

取引関係 該当事項はありません。

当社との

関　　係

人的関係 該当事項はありません。

当該株券の保有等

に関する事項

当該優先株式発行日から2年間において当該優先株式を譲渡する

場合、ならびに当該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

定であります。
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７．増資後の大株主構成等

順位 株主名 所有株式数 議決権割合

1 RHJ インターナショナル 62,394,316株 62.79％

2 ジャパン・キャスティング・Ⅲ・エルピー 5,714,000株 5.75％

3 三菱ふそうトラック・バス株式会社 1,674,652株 1.69％

4 旭テック取引先持株会 1,459,628株 1.47％

5 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,227,000株 1.23％

（注）平成 17年 9 月 30 日現在の各株主の所有株式数を元に、RHJ インターナショナルの所有株

式につき今回の増資による発行株式数を加えて所有株式数等を計算した。なお、増資後の当

社の発行済株式 99,371,629株の内訳は、A種優先株式28,572,000株、B種優先株式10,526,316
株、普通株式 60,273,313株となる。

以　上


