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１【提出理由】

株式会社新生銀行（以下「当行」といいます。）は、平成28年９月21日開催の取締役会において、当行を株式交換完

全親会社、昭和リース株式会社（以下「昭和リース」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本

株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）本株式交換の相手会社についての事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 昭和リース株式会社

本店の所在地 東京都文京区後楽一丁目４番14号

代表者の氏名 代表取締役社長　清谷　清弘

資本金の額（平成28年３月31日現在） 29,360百万円

純資産の額（平成28年３月31日現在）
（連結）101,271百万円

（単体）101,141百万円

総資産の額（平成28年３月31日現在）
（連結）528,355百万円

（単体）509,871百万円

事業の内容 リース業

 

②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（連結）

（単位：百万円）

決算期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期

売上高 102,172 106,149 104,636

営業利益 8,866 6,761 5,209

経常利益 9,440 6,711 4,978

親会社株主に帰属する

当期純利益
8,993 6,924 8,218

 

（単体）

（単位：百万円）

決算期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期

売上高 96,968 101,193 98,412

営業利益 8,471 6,388 5,158

経常利益 9,174 6,369 4,952

当期純利益 8,898 6,739 8,521

 

③大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

（平成28年３月31日現在）

大株主の氏名又は名称 発行済株式の総数に占める持株数の割合（％）

株式会社新生銀行 96.98

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 0.64

株式会社りそな銀行 0.48

昭和リース社員持株会 0.42

株式会社シンニッタン 0.16

（注）昭和リースは、自己株式として普通株式2,723,088株（発行済株式の総数に占める持株数の割合0.88％）を所

有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係
当行は、平成28年３月31日現在、昭和リースの普通株式299,683,206株（発行済株式の

総数の96.98％）を保有しております。

人的関係

昭和リースの代表取締役２名を含む取締役９名のうち、代表取締役社長は当行の現執

行役員であり、代表取締役副社長は元執行役員、取締役は現専務執行役員が１名、現

常務執行役員が２名、元行員が２名であります。

また、昭和リースの監査役３名のうち、非常勤監査役１名は当行の現行員でありま

す。

取引関係
当行は、昭和リースとの間で預金取引を行っているほか、昭和リースへ貸付を行って

おります。

 

(2）本株式交換の目的

当行では、経営理念に基づき、真にお客さまから必要とされる金融グループを目指すための「中長期ビジョン」

を定め、これに沿って、安定的・持続的な成長を可能とするビジネスモデルを構築するため、平成28年度から平成

30年度を対象期間とする第三次中期経営計画（以下「第三次中計」といいます。）を推進しております。本株式交

換は第三次中計の施策の一環として実施するもので、これにより昭和リースを完全子会社とすることで、グループ

経営の意思決定をより迅速かつ機動的に行う体制を整え、当行の「中長期ビジョン」や第三次中計にて掲げるグ

ループ融合を迅速に進めることにより、革新的金融イノベーターを目指して新生銀行グループの企業価値の最大化

を図ってまいります。

 

(3）本株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

①本株式交換の方法

当行が昭和リースとの間で平成28年９月21日に締結した株式交換契約に基づき実施される、当行を株式交換

完全親会社、昭和リースを株式交換完全子会社とする株式交換となります。なお、本株式交換は、当行につい

ては、会社法第796条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を受けずに、昭和リー

スについては、平成28年11月11日に開催予定の臨時株主総会において承認を得た上で、平成28年12月１日を効

力発生日として行う予定です。

 

②本株式交換に係る割当ての内容

ア．株式割当比率

昭和リース普通株式１株に対して、当行普通株式2.17株を割当交付します。ただし、当行が現時点で保有す

る昭和リース普通株式301,651,206株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

イ．本株式交換により交付する株式

当行は、本株式交換に際して、当行普通株式10,037,782株（予定）を本株式交換により当行が昭和リース株

式（ただし、当行が保有する昭和リース株式を除きます。）の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」

といいます。）の昭和リースの株主（ただし、当行を除きます。）に対して割当交付しますが、割当交付する

当行普通株式は保有する自己株式を充当する予定であり、新株式発行は行わない予定です。

なお、昭和リースは、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、昭和リースが

保有する自己株式及び昭和リースが基準時までに保有することとなる自己株式（本株式交換に際して会社法第

785条第１項の規定に基づいて行使される株式買取請求に係る株式の買取りによって昭和リースが取得する自

己株式を含みます。）の全部を、基準時までに消却する予定であり、昭和リースが基準時までに保有すること

となる自己株式数等により、当行が交付する普通株式数は今後修正される可能性があります。

 

③その他の株式交換契約の内容

当行が昭和リースとの間で平成28年９月21日に締結した株式交換契約の内容は、次のとおりです。

 

株 式 交 換 契 約 書（写）

 

　株式会社新生銀行（以下「甲」という。）と昭和リース株式会社（以下「乙」という。）は、以下のとおり株式交換契

約（以下「本契約」という。）を締結する。

 

第１条（株式交換）

１．　甲及び乙は、甲が乙の株式交換完全親会社となり、乙が甲の株式交換完全子会社となるため、本契約の定めに従

い、株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は乙の発行済株式（甲が保有する乙の株式を除く。）の全

部を取得する。

２．　甲及び乙の商号及び住所は、それぞれ次のとおりである。
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　　甲（株式交換完全親会社）

　　　　商号：株式会社新生銀行

　　　　住所：東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号

　　乙（株式交換完全子会社）

　　　　商号：昭和リース株式会社

　　　　住所：東京都文京区後楽一丁目４番14号

 

第２条（株式交換に際して交付する株式及びその割当て）

１．　甲は、本株式交換に際して、本株式交換が効力を生ずる時点の直前時（以下「基準時」という。）の乙の株主名簿

に記載又は記録された乙の株主のうち甲を除く各株主（以下「割当対象株主」という。）に対して、乙の普通株式に

代わる金銭等として、その所有する乙の普通株式の合計数に2.17を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。

２．　甲は、本株式交換に際して、割当対象株主に対し、その所有する乙の普通株式１株につき、甲の普通株式2.17株の

割合をもって割り当てる。

３．　前二項に従い割当対象株主に交付しなければならない甲の普通株式の数に１株に満たない端数がある場合、甲は、

会社法第234条の規定に従い処理する。

 

第３条（株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項）

　本株式交換に際して、甲の資本金及び準備金の額は、変動しないものとする。

 

第４条（効力発生日）

　本株式交換が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平成28年12月１日とする。但し、本株式交換の手続

の進行に応じ、必要がある場合には、甲及び乙が協議し合意のうえ、効力発生日を変更することができる。

 

第５条（自己株式の消却）

　乙は、第６条第２項に定める乙の株主総会で本契約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する決議がなされることを

条件として、効力発生日の前日までに開催する取締役会決議により、乙が基準時において保有している自己株式のすべて

（本株式交換に関して行使される会社法第785条第１項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって乙

が取得する自己株式を含む。）を、基準時をもって消却する。

 

第６条（株式交換契約承認株主総会）

１．　甲は、会社法第796条第２項本文の規定により、同法第795条第１項に定める株主総会の決議による承認を受けずに

本株式交換を行う。但し、会社法第796条第３項本文の規定に基づき、本株式交換に関して甲の株主総会による承認

が必要となった場合には、甲は、効力発生日の前日までに、臨時株主総会を招集し、本契約の承認及び本株式交換に

必要な事項に関する決議を求めるものとする。

２．　乙は、効力発生日の前日までに、本契約について会社法第783条第１項に定める株主総会の決議による承認を受け

るものとする。

 

第７条（会社財産の管理等）

　甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもってそれぞれの業務の執行及び財

産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為を行おうとする場合には、予め甲乙協議し合意

のうえ、これを行う。

 

第８条（株式交換条件の変更及び本契約の解除等）

　本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、甲又は乙の財務状況又は経営状態に重大な影響を与える事象その他

甲又は乙に関する重大な事象が発生又は判明した場合には、甲及び乙は、速やかに誠実に協議するものとし、必要な場合

には、甲及び乙の合意のうえ、本株式交換の条件その他本契約の内容を変更し又は本契約を解除することができる。

 

第９条（費用負担）

　甲及び乙は、別段の定めがない限り、本契約の作成、締結及び本株式交換実行に至るまでの手続に関して発生する各自

の費用を全て各自で負担するものとする。

 

第１０条（本契約の効力）

　本契約は、第８条に基づき解除された場合のほか、効力発生日の前日までに、第６条第２項に定める乙の株主総会にお

ける承認又は国内外の法令に定める関係省庁等の承認が得られないとき若しくは重大な支障をきたす条件等が付されたと

きは、その効力を失う。
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第１１条（協議事項）

　本契約に定めのない事項その他本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い甲乙別途協議のうえ、これを定め

る。

 

第１２条（準拠法と管轄の合意）

　本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。本契約に関する一切の紛争については、甲及び乙が誠実に協

議し解決に当たるものとするが、かかる協議が整わない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。

 

　本契約締結の証として、本書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自１通を保有する。

 

平成28年９月21日

 

　　　　　　　　　　　　　甲　：　　東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社新生銀行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　工　藤　英　之

 

　　　　　　　　　　　　　乙　：　　東京都文京区後楽一丁目４番14号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和リース株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　清　谷　清　弘

 

(4）本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

①割当ての内容の根拠および理由

上記２(3)②アに記載の割当比率（以下「本株式交換比率」といいます）の算定に当たって公平性・妥当性を

期すため、当行は株式会社ＫＰＭＧ　ＦＡＳ（以下「ＫＰＭＧ　ＦＡＳ」といいます。）を第三者算定機関とし

て選定しました。当行はＫＰＭＧ　ＦＡＳから提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に交換比率を慎重に

検討し、当事者間で協議・交渉を重ねました。その結果、当行及び昭和リースは、本株式交換比率は妥当であ

り、それぞれの株主の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、本日開催された両社の取締役会におい

て本株式交換比率を決定し、合意いたしました。なお、本株式交換比率については、算定の前提となる諸条件に

重大な変更が生じた場合には、両社間で協議の上、変更することがあります。また、割当ての内容の前提とし

て、当行および昭和リースのいずれも大幅な増減益などは見込んでおりません。

 

②算定機関との関係

ＫＰＭＧ　ＦＡＳは、当行及び昭和リースから独立した第三者算定機関であり、当行及び昭和リースの関連当

事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。

 

③算定の概要

ＫＰＭＧ　ＦＡＳは、当行の普通株式については、当行の普通株式が東京証券取引所に上場しており、市場株

価が存在することから株式市価法を、非上場会社である昭和リースの普通株式については、比較可能な上場類似

会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから株価倍率法、及び将来の事業活動

の状況を評価に反映する観点からディスカウンテッド・キャッシュフロー法を、それぞれ採用して分析し、その

結果を総合的に勘案して株式交換比率の算定を行いました。

なお、当行は、ＫＰＭＧ　ＦＡＳより、株式交換比率の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を

取得しておりません。
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(5）本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社新生銀行

本店の所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号

代表者の氏名 代表取締役社長　最高経営責任者　工藤　英之

資本金の額 512,204百万円

純資産の額
（連結）現時点では確定しておりません。

（単体）現時点では確定しておりません。

総資産の額
（連結）現時点では確定しておりません。

（単体）現時点では確定しておりません。

事業の内容 銀行業

 

以　上
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