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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年６月26日に提出いたしました第７期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）有

価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券

報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  １ 株式等の状況 

   （2） 新株予約権等の状況 

 第５ 経理の状況 

  １ 連結財務諸表等 

   （1） 連結財務諸表 

       ⑤ 連結附属明細表 

         社債明細表 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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第一部 【企業情報】 

 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

   （訂正前） 

平成13年改正旧商法第341条ノ２の規定に基づく新株予約権(平成16年６月10日取締役会決議) 

 

2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年６月28日発行) 

 
事業年度末現在 

(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成18年５月31日) 

新株予約権の数 4,600個 4,600個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 198,395株 201,450株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 115,930.30円 １株当たり 114,172.10円

新株予約権の行使期間 
平成16年７月12日

平成23年６月14日
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

115,930.30円

57,966.00円

発行価格 

資本組入額 

114,172.10円

57,087.00円

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。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項はありません。 同左 

新株予約権付社債の残高 23,000百万円 同左 

（注）平成18年６月22日開催の株主総会において決議された当社株主配当に伴い、平成18年４月１日に

遡って新株予約権の行使価格は調整されました。 
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   （訂正後） 

平成13年改正旧商法第341条ノ２の規定に基づく新株予約権(平成16年６月10日取締役会決議) 

 

2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年６月28日発行) 

 
事業年度末現在 

(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成18年５月31日) 

新株予約権の数 4,600個 4,600個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 198,395株 201,450株

新株予約権の行使時の払込金額 （注）１ １株当たり 115,930.30円 １株当たり 114,172.10円

新株予約権の行使期間 （注）２ 
平成16年７月12日

平成23年６月14日
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

115,930.30円

57,966.00円

発行価格 

資本組入額 

114,172.10円

57,087.00円

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。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項はありません。 同左 

新株予約権付社債の残高 23,000百万円 同左 

（注）１ 平成18年６月22日開催の株主総会において決議された当社株主配当に伴い、平成18年４月１日に遡って

新株予約権の行使価格は調整されました。 

２ 但し、①当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、当該償還日の東京における10営業日前の日まで、

②本新株予約権付社債の所持人の選択による本社債の繰上償還の場合は、本新株予約権付社債の所持人

により償還通知書が本新株予約権付社債の要項に定める支払代理人に預託された時まで、③買入消却の

場合は、当社が本社債を消却した時または本新株予約権付社債の要項に定める一定範囲の当社の子会社

が本社債を消却のために当社に送付した時まで、また④期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪

失時までとします。 

３ 繰上償還 

① 当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 

当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場

合、当社は、受託会社に対する書面による通知および本新株予約権付社債の要項に定める公告を行った

上で、下記の取引のうち法律上可能であり、かつ、実務的に実行可能であるもの（但し、当社は各取引

を下記各号の順に指向しなければならない。）を行うよう最大限努力しなければならない。 

(a) 本新株予約権付社債の所持人が、本新株予約権の行使期間の期間中、本新株予約権を行使するこ

とができ、かつ、その行使により、当該所持人に、当該所持人がかかる株式交換または株式移転

の効力発生の直前にかかる行使の請求を行ったとすれば受け取ることのできる種類および数の当

社の株式を有する当社の株主が、かかる株式交換または株式移転により受け取ることのできる種

類および数の株式、その他の証券および資産（以下「受領可能資産」という。）を受け取らせる

ことができるようにするため、当社の完全親会社となる会社をして、受託会社が了解する内容の

補足信託証書を締結させること。 

(b) 本新株予約権付社債の所持人の有する本新株予約権付社債と、当社が発行する、本新株予約権付

社債と同様の要項を有し、(i)本新株予約権付社債の所持人が受領可能資産、または(ii)本新株

予約権付社債の所持人が有するのと同等の経済的利益を受け取ることができる内容の新株予約権

付社債とを交換することを提案すること、または当社の完全親会社となる会社をして、同社が発

行する上記の要件を満たす社債とを交換することを提案させること（この場合、当社はかかる社

債の支払を保証しなければならない）。 

(c) 当社の完全親会社となる会社以外の法人をして、本新株予約権付社債の所持人に、同人が有する

権利と同等の経済的利益を提供することを提案させること。 

上記の各取扱いが法律上可能でなく、もしくは、上記(a)および(b)については実務的に実行可能でない



ファイル名 

― 5 ― 

場合、または、上記(b)および(c)に定める提案が行われたが本新株予約権付社債の所持人の全員からか

かる提案への承諾を得ることができなかった場合には、当社は、当該株式交換または株式移転の効力発

生日以前に、本新株予約権付社債の所持人に対し30日以上60日以内の本新株予約権付社債の要項に定め

る公告を行ったうえで（当該公告は取り消すことができない。）、本社債の全部（一部は不可）を本社

債の額面金額に対する下記の割合で表される償還金額で繰上償還することができる。 

平成16年６月28日から平成17年６月27日まで 106％ 

平成17年６月28日から平成18年６月27日まで 105％ 

平成18年６月28日から平成19年６月27日まで 104％ 

平成19年６月28日から平成20年６月27日まで 103％ 

平成20年６月28日から平成21年６月27日まで 102％ 

平成21年６月28日から平成22年６月27日まで 101％ 

平成22年６月28日から平成23年６月27日まで 100％ 

② 130％コールオプション条項による繰上償還 

平成19年６月28日以降、終値が30連続取引日（終値のない日を除く。）にわたり、当該各取引日に適用

のある転換価額の130％以上であった場合、当社は、その選択により、本新株予約権付社債の所持人に

対し、30日以上60日以内の本新株予約権付社債の要項に定める公告を行ったうえで（当該公告は取り消

すことができない。）、本社債の全部（一部は不可）を本社債の額面金額の100％で繰上償還すること

ができる。 

③ 税制変更等による繰上償還 

日本国の税制の変更により、本社債に関する次回の支払いに関し、本新株予約権付社債の要項に定める

追加支払特約に基づく追加額の支払の必要があることを受託会社に了解させ、かつ当社が合理的な措置

を講じてもかかる追加支払義務を回避し得ない場合、当社は、その選択により、本新株予約権付社債の

所持人に対して、30日以上60日以内の本新株予約権付社債要項に定める公告を行ったうえで（当該公告

は取り消すことができない。）、本社債の全部（一部は不可）を本社債の額面金額で繰上償還すること

ができる。但し、当社が当該追加支払義務を負うこととなる最も早い日から90日以上前にかかる繰上償

還の公告を行ってはならない。 

④ 本新株予約権付社債の所持人の選択による特定の期日における繰上償還 

本新株予約権付社債の所持人は、その選択により、その保有する本社債を平成19年６月28日または平成

21年６月28日（以下本号において「償還可能期日」と総称する。）に、その額面金額の100％で繰上償

還することを当社に対し請求する権利を有する。 

この請求権を行使するために、本新株予約権付社債の所持人は、上記償還可能期日前30日以上60日以内

の期間中に所定の様式の償還通知書（当該通知は取り消すことができない。）に、当該新株予約権付社

債券を添付して、本新株予約権付社債の要項に定める支払代理人に預託することを要する。 

⑤ 本新株予約権付社債の所持人の選択による特定の事由の発生に基づく繰上償還 

本新株予約権付社債の所持人は、当社の普通株式の株式会社東京証券取引所における上場が廃止された

場合、または本新株予約権付社債の要項に定める一定の当社の重要な資産の移転が生じた場合には、そ

の選択により、その保有する本社債を、その額面金額の100％で繰上償還することを当社に対し請求す

る権利を有する。 

この請求権を行使するために、本新株予約権付社債の所持人は、上記上場廃止もしくは移転の生じた日

または上記上場廃止もしくは移転についての当社から本新株予約権付社債の所持人に対する通知がなさ

れた日のうち遅い方の日から60日以内の期間中に、所定の様式の償還通知書（当該通知は取り消すこと

ができない。）に、当該新株予約権付社債券を添付して本新株予約権付社債の要項に定める支払代理人

に預託することを要する。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

   （訂正前） 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率 
(％) 

担保 償還期限

イー・アク

セス(株) 
第１回無担保普通社債 

平成17年

３月24日
― 50,000 1.95 無担保 

平成22年

３月24日

イー・アク

セス(株) 
第２回無担保普通社債 

平成17年

３月24日
― 10,000 2.75 無担保 

平成24年

３月26日

イー・アク

セス(株) 

2011年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債 

平成16年

６月28日
― 23,000 0.00 無担保 

平成23年

６月28日

合計 ― ― ― 83,000 ― ― ― 

(注)１ 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため前期末残高は記載しておりません。 

２ 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。 

発行すべき株式の内容 イー・アクセス(株)普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

株式の発行価格 115,930円30銭 

発行価額の総額 23,000百万円 

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 ―百万円 

新株予約権の付与割合 100％ 

新株予約権の行使請求期間 
平成16年７月12日から 
平成23年６月14日まで 

代用払込に関する事項 (注) 

(注) 本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行

使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。 

３ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額 

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

―百万円 ―百万円 ―百万円  50,000百万円 ―百万円 
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   （訂正後） 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率 
(％) 

担保 償還期限

イー・アク

セス(株) 
第１回無担保普通社債 

平成17年

３月24日
― 50,000 1.95 無担保 

平成22年

３月24日

イー・アク

セス(株) 
第２回無担保普通社債 

平成17年

３月24日
― 10,000 2.75 無担保 

平成24年

３月26日

イー・アク

セス(株) 

2011年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債

(注)２ 

平成16年

６月28日
― 23,000 0.00 無担保 

平成23年

６月28日

合計 ― ― ― 83,000 ― ― ― 

(注)１ 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため前期末残高は記載しておりません。 

２ 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。本社債の繰上償還については、

「第４ 提出会社の状況」の「１ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しており

ます。 

発行すべき株式の内容 イー・アクセス(株)普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

株式の発行価格 115,930円30銭 

発行価額の総額 23,000百万円 

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 ―百万円 

新株予約権の付与割合 100％ 

新株予約権の行使請求期間 (注１) 
平成16年７月12日から 
平成23年６月14日まで 

代用払込に関する事項 (注２) 

(注１) 本社債の繰上償還による新株予約権の行使請求期間の変更については、「第４ 提出

会社の状況」の「１ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しておりま

す。 

(注２) 本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行

使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。 

３ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額 

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

―百万円 ―百万円 ―百万円  50,000百万円 ―百万円 

 


