
 

【表紙】
 

【提出書類】 変更報告書No.21

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 弁護士　平川　修

【住所又は本店所在地】

 

東京都港区六本木一丁目6-1　泉ガーデンタワー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

 

【報告義務発生日】 平成23年6月30日

【提出日】 平成23年7月5日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2名

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】

株券等保有割合が1％以上減少したこと、

単体株券等保有割合が1％以上増加したこと及び

株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと
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第１ 【発行者に関する事項】

 

発行者の名称 旭テック株式会社

証券コード 5606

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

 

 

第２ 【提出者に関する事項】

１ 【提出者(大量保有者)／１】

(1) 【提出者の概要】

① 【提出者(大量保有者)】

 

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称
アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー

(RHJ International SA)

住所又は本店所在地
ベルギー国　ブリュッセル1050　ルイーズアベニュー326

(Avenue Louise 326, 1050 Brussels, Belgium)

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

② 【個人の場合】

 

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 

③ 【法人の場合】

 

設立年月日 2004年6月28日

代表者氏名 ルディガー・シュミッド・クーンホッファー
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代表者役職 ジェネラルカウンセル

事業内容 持株会社

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒106-6036
東京都港区六本木一丁目6-1　泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士　佐橋　雄介

電話番号 03(6888)-1000

 

(2) 【保有目的】

 

重要提案行為等を行うこと及び長期投資

 

(3) 【重要提案行為等】

 

該当なし
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(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

① 【保有株券等の数】

 

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等(株・口)389,175,061   

新株予約権証券(株) A ― H

新株予約権付社債券(株) B ― I

対象有価証券
カバードワラント

C  J

株券預託証券    

株券関連預託証券 D  K

株券信託受益証券    

株券関連信託受益証券 E  L

対象有価証券償還社債 F  M

他社株等転換株券 G  N

合計(株・口) O　389,175,061P Q

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S

保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)

T　389,175,061

保有潜在株式の数
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J＋K＋L+M+N)

U

 

② 【株券等保有割合】

 

発行済株式等総数(株・口)
(平成23年6月30日現在)

V　633,655,390

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

61.42％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

60.06％
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(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

 

年月日 株券等の種類 数量 割合
市場内外取引の

別
取得又は処分の別 単価

平成23年6月30日
株券（A種優先
株式）

11,429,0001.80市場外 処分 -（注）

平成23年6月30日
株券（普通株
式）

114,290,00018.04市場外 取得 -（注）

       

       

       

       

       

       

       

       

注：A種優先株式が普通株式に転換（普通株式を対価とする取得請求権の行使）されたことによる。
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(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 

有価証券質権設定契約

提出者は、平成18年2月24日付で締結され、その後変更及び修正された、発行者、優先貸出人及び担保エージェントとし

ての株式会社あおぞら銀行との間の有価証券根質権設定契約（RHJI・優先）及び発行者、劣後貸出人及び担保エー

ジェントとしての株式会社あおぞら銀行との間の有価証券質権設定契約（RHJI・劣後）に基づき、提出者が保有する

発行者の株式を全て、発行者による借入の担保として差し入れる義務を負っている。

そのため、提出者が保有する発行者の株式の全てである、普通株式367,219,745株、A種優先株式11,429,000株、B種優先

株式10,526,316株につき、担保差入れがなされている。

 

優先株式

提出者の保有株式のうち11,429,000株は議決権のあるA種優先株式である。A種優先株式には普通株式への取得請求権

が付されており、①取得を請求し得べき期間は平成15年10月1日より平成25年9月30日、②取得価額は、当初は70円であ

るが、価額修正条項の適用がある。また取得を請求し得べき期間に取得請求のなかったA種優先株式は、取得を請求し得

べき期間の末日の翌日をもって一斉に取得され、これと引換えに、A種優先株式1株につき70円を同期間の末日における

取得価額で除して得られる数の普通株式が交付される。

提出者の保有株式のうち10,526,316株は議決権のあるB種優先株式である。B種優先株式には普通株式への取得請求権

が付されており、①取得を請求し得べき期間は平成18年3月28日より平成28年9月30日、②取得価額は、当初は285円であ

るが、価額修正条項の適用がある。また取得を請求し得べき期間に取得請求のなかったB種優先株式は、取得を請求し得

べき期間の末日の翌日をもって一斉に取得され、これと引換えに、B種優先株式1株につき285円を同期間の末日におけ

る取得価額で除して得られる数の普通株式が交付される。 

 

株主間契約

提出者と三井物産株式会社との間には、発行者の役員の選任に関する議決権行使の合意が存在する。

そのため、提出者にかかる株券等保有割合は、提出者及び共同保有者である三井物産株式会社のそれぞれの保有株式を

合計して算出され、70.40％となる。

 

 

(7) 【保有株券等の取得資金】

① 【取得資金の内訳】

 

自己資金額(W)(千円) 20,730,803

借入金額計(X)(千円) 0

その他金額計(Y)(千円) 0

上記(Y)の内訳

普通株式のうち29,010,000株及びA種優先株式11,429,000株併せて40,439,000株
については、Japan Casting L.P.及びJapan Casting Ⅱ L.P.の解散に伴い、保有
資産の現物分配として株式を取得した。また、普通株式のうち114,290,000株につ
いては、上記と同様に現物分配として取得したA種優先株式11,429,000株につい
て、平成23年6月30日に普通株式への転換請求権を行使したことにより株式を取
得した。上記20,730,803千円はB種優先株式10,526,316株の取得及び普通株式の
うち上記合計143,300,000株を除くものの取得にかかるものである。

取得資金合計(千円)
(W＋X＋Y)

20,730,803

 

② 【借入金の内訳】

 

名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円)

該当なし      
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③ 【借入先の名称等】

 

名称(支店名) 代表者氏名 所在地

該当なし   
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第３ 【共同保有者に関する事項】

１ 【共同保有者／１】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 三井物産株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目２番１号

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

② 【個人の場合】

 

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 

③ 【法人の場合】

 

設立年月日 1947年7月25日

代表者氏名 飯島　彰巳

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 総合商社

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名
〒100-0004　東京都千代田区大手町一丁目２番１号

三井物産株式会社　才木　俊一郎

電話番号 03-3285-8087
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(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

① 【保有株券等の数】

 

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等(株・口) 56,895,631   

新株予約権証券(株) A ― H

新株予約権付社債券(株) B ― I

対象有価証券
カバードワラント

C  J

株券預託証券    

株券関連預託証券 D  K

株券信託受益証券    

株券関連信託受益証券 E  L

対象有価証券償還社債 F  M

他社株等転換株券 G  N

合計(株・口) O　56,895,631 P Q

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S

保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)

T　56,895,631

保有潜在株式の数
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J＋K＋L+M+N)

U

 

② 【株券等保有割合】

 

発行済株式等総数(株・口)
(平成23年6月30日現在)

V　633,655,390

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

8.98％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

11.93％
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第４ 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

１ 【提出者及び共同保有者】

(1) アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー(RHJ International SA)

(2) 三井物産株式会社

 

 

２ 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

 

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等(株・口) 446,070,692   

新株予約権証券(株) A ― H

新株予約権付社債券(株) B ― I

対象有価証券
カバードワラント

C  J

株券預託証券    

株券関連預託証券 D  K

株券信託受益証券    

株券関連信託受益証券 E  L

対象有価証券償還社債 F  M

他社株等転換株券 G  N

合計(株・口) O　446,070,692P Q　

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S

保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)

T　446,070,692

保有潜在株式の数
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J＋K＋L+M+N)

U
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(2) 【株券等保有割合】

 

発行済株式等総数(株・口)
(平成23年6月30日現在)

V　633,655,390

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

70.40％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

72.08％

 

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

 

提出者又は共同保有者名 保有株券等の数(総数)(株・口) 株券等保有割合(％)

アールエイチジェイ・インターナショナル

・エスエー

(RHJ International SA)

389,175,061 61.42

三井物産株式会社 56,895,631 8.98

合　　　　　　計 446,070,692 70.40
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