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平成 17 年１月 24 日 

各  位 

大阪府寝屋川市日新町２番１号 

オ ン キ ヨ ー  株  式  会  社 

取締役社長  大  朏  直  人 

（コード番号：6729） 

問合せ先： 

取締役執行役員 

管理本部副本部長 

小  関   雅  富 
 電話番号：072－831－8001 

 

インテル キャピタルを割当先とする転換社債型新株予約権付社債を発行 

インテルとオンキヨーはパソコンと家電の融合を促進する映像・サウンド技術の開発で協力 

 

オンキヨー株式会社（以下、オンキヨー）は、平成 17 年１月 24 日開催の取締役会において、インテル キャピタルを

社債権者とする額面価格 約７億 6000 万円 （約 740 万 米ドル）の転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しま

した。同社債は、規制手続きおよびその他の慣行条件に従った上で、今年 2月に発行され、2009 年 3 月に償還する

予定です。また、同社債は、インテルの選択によりオンキヨーの普通株式に転換することができます。この調達資金に

より、オンキヨーは、同社のホームシアター技術を拡張し、インテルが提唱するデジタルホーム・ソリューションを補完する、

最先端の映像・サウンド・システムを開発し、製品化する計画です。 

同社債は、総額 2億ドルのインテル・デジタルホーム基金を用いて購入されます。同基金は、消費者が、エンター

テイメントやマルチメディア・コンテンツを、いつでも、どこでも、さまざまな機器で楽しむことができるようにするインテル

のイニシアティブをサポートするものです。 

同社債の発行に加えて、オンキヨーは、オンキヨーとインテル コーポレーション（以下、インテル）が、デジタル

ホームの環境下において新たなユーザ体験を実現するため、DLNA(デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス)や

DTCP-IP の仕様を含む業界標準に基づき、新規のネットワーク対応家電機器の技術開発および共同マーケティング

において協力することに合意したと発表しました。この合意により、インテルは、これらのシステムの開発に必要なソフト

ウェア技術やエンジニアリングの支援を提供する予定です。 

現在、オンキヨーは、PC とデジタル・ステレオを接続し、高品質な映像・サウンド機能を可能にする先進的ホーム

シアター技術を開発しています。 

オンキヨー株式会社の大朏直人ＣＥＯは、 「 インテル社と協力することで、両社は民生用家電業界とコンピュータ

業界の垣根をこえる真の融合システムを効率よく開発し、新しい製品ジャンルの確立を目指すことができます。今回の

インテル キャピタルの出資および技術協力により、インテルのデジタルホーム・ ソリューションを補完する先進的な

映像・サウンド・システム技術の早期開発を進めます」と述べています。 

インテル キャピタル 副代表 兼 国際部門担当ディレクタのクロード・レグリースは、「デジタルホームは、インテルの

ような電子部品メーカにとって、新たなビジネス・チャンスを提供しています。インテルは、同社のデジタルホームの

ビジョンを実現するエコシステム育成のため、 世界中の先進企業に投資します。 家電企業とパソコン企業を相互に

補完する専門技術を備えた、オンキヨーを始めとする先進的な家電企業との協力に期待しています」と述べています。 

 

【オンキヨーについて】 

オンキヨーは、従来のアナログによるオーディオやスピーカ・システムだけでなく、 高品質の映像・サウンド技術を
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搭載するホームシアター技術を開発、製造する企業です。オンキヨーの情報は、http://www.jp.onkyo.com/ でご覧

いただけます。 

 

【インテル キャピタルについて】 

インテル キャピタルはインテルの事業戦略を推進し、インターネット経済の成長を促進するために、企業への資本

参加または買収を手掛けているインテルの戦略的投資プログラムであります。 

インテル キャピタル ジャパンは、ハードウェア、ソフトウェアおよびサービスを提供する日本企業に協力し、戦略的

出資を通じてその技術開発を促進しています。 

インテル キャピタルの情報は、http://www.intel.co.jp/jp/capital/ でご覧いただけます。 

 

【インテル コーポレーションについて】 

インテル社は、半導体やパーソナルコンピュータ、ネットワーク・コミュニケーション関連製品の世界的なメーカーで

あります。インテル社に関する情報は、http://www.intel.co.jp/ でご覧いただけます。 

 

【転換社債型新株予約権付社債の発行について】 

当社は、上記の技術開発契約に基づく技術協力の資金として、平成 17 年１月 24 日に開催の取締役会において、

インテル キャピタルを社債権者とする無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を、 下記のとおり、 決議いたし

ました。 

 

記 

 

1. 社債の名称  オンキヨー株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、本社債) 

  (本社債に付された新株予約権を、以下、本新株予約権) 

2. 発行総額  金 756,600,000 円 

3. 各社債の金額  金 756,600,000 円の一種 

4. 社債券の形式  無記名式 

商法第341条ノ２第４項の規定により本社債の社債部分と新株予約権のうち一方の

みを譲渡することはできないものとする。 

5. 社債の利率 利息は付さない。 

6. 社債の発行価額  本社債の発行価額  金 756,600,000 円 

本新株予約権の発行価額 無償とする 

7. 社債の償還価額  本社債の償還価額は、金 756,600,000 円とする。 

8. 社債の償還期限  平成 21 年３月２日 

9. 申込期日  平成 17 年２月 28 日 

10．払込期日  平成 17 年２月 28 日 

11．募集方法  特定の第三者へ全額割り当てる。 

12．割当先 インテル・キャピタル・コーポレーション 

13．物上担保・保証の有無 

本社債には物上担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 

14．社債の償還の方法および期限 

（１） 本社債は、平成21年３月２日にその総額を償還する。ただし、本社債の繰上償還に関しては、本項第(６)号

に定めるところによる。 
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（２） 本社債につき前号に定めた日に総額の償還がなされなかった場合、当社は、社債権者に対し、前号に定

めた日の翌日から支払済みまで年10％の割合（１日毎の複利計算）による遅延損害金を支払う。かかる遅延

損害金は社債権者の請求があり次第支払われるものとする。 

（３） 当社は、社債権者の同意がない限り、本社債の全部または一部を、本項第（１）号に定めた日より前に償還

してはならない。 

（４） 本社債の償還価額は、金756,600,000円とする。 

（５） 本社債の償還金は当社において社債券と引換えにこれを支払う。 

（６） 以下のいずれかの場合に、社債権者は本社債の全部を金756,600,000円で繰上償還することを請求できる。

この場合新株予約権の全部を同時に無償にて消却する。 

（イ） 発行者またはその株主を当事者とする合併、株式交換、株式移転その他の企業の組織再編であって、

当該組織再編当時の発行者の株主が当該組織再編後に存続会社または新設会社の議決権の過半

数を有しないことになる場合 

（ロ） 発行者の株主に対して発行者の株式の公開買付けその他の買付けの申込みがあった場合 

15. 財務上の特約 

（１） 当社は、本社債発行後、国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場

合には、本社債のためにも担保附社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 

（２） 前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保附社

債信託法に基づき社債権者が適当と認める担保権を設定する。 

（３） 当社は、本社債発行後、国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債のために当社の特定の

資産を留保する場合には、本社債のためにも、社債権者が適当と認める留保資産提供を行う。この場合、当

社は社債権者との間に、その旨の特約を締結する。 

16．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、前項に定めた事項に違背した場合または、次に定めた事実が発生した場合、本社債につき期限の利

益を失う。 

（１） 当社が本社債または本社債に係る転換社債型新株予約権付社債契約に基づく金銭の支払いを怠った場

合。 

（２） 当社が本社債または本社債に係る転換社債型新株予約権付社債契約における表明、保証または誓約の

重大な違反を犯した場合。 

（３） 当社がその資産の全部または重要な一部について売却、担保設定、またはその他の処分を行った場合。 

（４） 当社および当社の連結対象子会社が負担しまたは保証するすべての銀行債務および負債証券（本社債を

除く）の合計額が連結ベースで 290 億円を超過した場合。ただし、当社の連結対象子会社の銀行債務およ

び負債証券についての当社の保証は、かかる合計額の計算から除くものとする。 

（５） 当社の主要事業の中止もしくは撤退または当社の解散もしくは清算を当社の取締役会または株主総会が

決議し、またはその他重要な手続を履践した場合。 

（６） 当社につき破産手続開始の申立てその他の当社が破産、債務超過または一般的な債務履行不能状態に

陥ったことを宣言する手続の申立てがあった場合。 

（７） 当社の債務不履行の累積額が１億円を超過した場合；社債権者を除く当社の債権者が当社に対する債権

の累積額が１億円を超過したことを宣言することができる債務不履行その他の事実が生じた場合；または当

社に対して１億円を超過する支払いを命じる判決もしくは命令が下された場合。 

（８） 当社の株式の証券取引所への上場が廃止された場合。 
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（９） 当社が当社の関連当事者（かかる用語には、発起人、取締役、上級管理職もしくは当社の株式の 10％以

上を有する株主またはこれらの者の配偶者、親族もしくはこれらの者が支配権を有する法人を含むがそれら

に限られない）との間で金銭消費貸借、立替払、またはその他の取引を行った場合。ただし、当社の業務の

通常の過程において相互に独立した当事者として行われる取引は除く。 

（10） 2005年 3月 31日以降の決算期における当社の財務諸表（かかる決算期における中間計算書を含むがそ

れに限られない）に重大な修正があった場合、または、当社の財務諸表もしくは報告書の作成における不正

もしくは過誤または当社の取締役もしくは上級管理職の自己取引を理由とする規制当局による調査等が行

われた場合。 

（11） 当社が過去の実務と矛盾しない日本の公正な会計慣行に従い 1 会計年度に 5 億円以上または半期に 7

億 5,000 万円以上の連結純損失を認識した場合。 

（12） その他の一切の事実または取引であって、社債権者が適用ある法令に基づき債務不履行を主張できるも

のがあった場合。 

17. 本新株予約権の内容 

（１） 本社債に付された本新株予約権の数 

本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計１個の本新株予約権を発行する。なお、本社債の

券面総額に対する本新株予約権の付与割合は 100％とする。 

（２） 本新株予約権の発行価額 

無償とする。 

（３） 本新株予約権の目的となる株式の種類および数 

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求により新たに発行

またはこれに代えて当社の有する当社の普通株式を移転(以下、当社の普通株式の発行または移転を｢交

付｣という。)する数は、行使請求にかかわる本社債の発行価額の総額を本項第（７）号（ロ）記載の転換価

額（ただし、本項第（９）号によって調整された場合は調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とす

る。この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（４） 本新株予約権の行使請求期間 

本社債の社債権者は、平成17年３月１日から平成21年３月２日までの間、いつでも、新株予約権を行使し、

当社の普通株式の交付を請求することができる。 

（５） その他の本新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後新株予約権を行使することはできないものと

する。また、本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（６） 本新株予約権の消却事由および消却の条件 

第14項第（６）号の定めるところにより、本社債を繰上償還する場合を行う場合においては、当社は同時に

本新株予約権の全部を無償で消却する。 

（７） 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

(イ) 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 

(ロ) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの額は、当初194円(以下、｢転換価額｣とい

う。)とする。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合は、本項第（９）号に定め

るところに従い転換価額を調整することがある。 

（８） 本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額中の資本組入額 

資本組入額は、前号(ロ)の転換価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、

その端数を切り上げるものとする。 
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（９） 転換価額の調整 

（イ）  転換価額は、本社債発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各転

換価額を調整する。 

(i) 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により転換価額を調整する。 

ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する自己株式の数および株

式分割により当社の有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。 

 

 

 

 

調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。 

(ii) 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生のときをもって次の算式により

転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の有する当

社の普通株式の数は含まないものとする。 

 

 

 

 

(iii) 調整前の転換価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当

社の普通株式を処分する場合、かかる発行または処分における 1 株当たりの発行価額または処

分価額をもって調整後の転換価額とする。なお、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、

また、株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

(iv) 調整前の転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処

分する場合、かかる株式の払込期日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行また

は処分される株式全てが転換されたものとみなし、かかる株式の 1 株当たりの転換価額をもって、

調整後の転換価額とする。調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日があ

る場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

(v) 新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）の行使により発行される

新株（当社の普通株式に転換される株式を含む。）1株当たりの発行価額（商法第280条ノ 20第

4 項または第 341 条の 15 第 5 項に規定される。）が調整前の転換価額を下回ることになる新株

予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその

日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、かかる新株予約権の行使により発

行される新株 1 株の発行価額をもって、調整後の転換価額とする。調整後の転換価額は、その

発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

 (vi) 本号の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株

式の転換により発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権ま

たは普通株式に転換される株式が発行された時点から行われたものとみなして転換価額を調整

する。 

（ロ） 前(イ)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する当社の普通株式

の数を除く。) の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とすると

きは、当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。 

 

株式分割前発行済普通株式数 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
株式分割後発行済普通株式数 

 

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 
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（ハ） 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨

五入する。 

（ニ） 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満に

とどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。 

（ホ） 当社は、本号の定めにより転換価額の調整を行う場合、これに先立ち社債権者に対して書面をもって

これを通知する。この書面には、転換価額の調整がある旨、調整後の転換価額、並びに転換により発行

すべき普通株式数を記載する。 

（10） 前号の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行若しくは処分するとき、

または新株予約権の行使により当社の株式を発行若しくは処分するときは、転換価額の調整は行わ

ない。 

（11） 代用払込に関する事項 

商法第 341 条ノ３第１項第７号および第８号の規定に基づき、本新株予約権を行使したときは、社債権者

から新株予約権付社債の全額の償還に代えて、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す。 

（12） 新株予約権の行使後第１回目の配当 

本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式に対する最初の利益配当金または商法第 293

条ノ５に定められた金銭の分配（中間配当金）については、行使請求が４月１日から９月30日までの間にな

されたときは４月１日に、10 月１日から翌年３月 31 日までの間になされたときは 10 月１日にそれぞれ当社

普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払う。 

18．本新株予約権の発行価額を無償とする理由およびその行使に際して払い込むべき金額の算定理由 

新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできず、かつ新

株予約権が行使されると代用払込により社債は消滅する。かかる社債と新株予約権が相互に密接に関連する

ことを考慮し、さらに新株予約権の理論的な経済的価値と、新株予約権が付されそれと一体化した社債として

の利率、発行価額、その他の発行条件により当社が得る理論的な経済的価値を考慮して、新株予約権の発行

価額を無償とした。本社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、新株予約権の行使に際して払込

をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は、平成17年１月18日までの30取引日の各

取引日終値の平均の 95%とし、194 円にて算定した。 

19．社債管理会社 本新株予約権付社債は、商法第 297 条ただし書の要件を満たすものであり、社債

管理会社は設置しない。 

20．登録機関  設置しない。 

21．元金支払事務取扱者 大阪府寝屋川市日新町２番１号 

オンキヨー株式会社 本店 

22．行使請求受付場所 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

23．行使請求取次場所 設置しない。 

24．引受会社 設置しない。 

25．申込取扱場所  大阪府寝屋川市日新町２番１号 

オンキヨー株式会社 本店 

26．取得格付  該当事項はありません。 

27．その他本社債の発行に関し必要な一切の事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

28．上記各項については証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

以  上 
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【ご参考】 

１．調達資金の使途 

（１） 今回調達資金の使途 

手取概算額 741,600,000 円は、全額、最新技術の開発に関わる投資資金に充当する予定であります。 

（２） 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

（３） 会社収益への影響 

今期の業績に変更はありません。 

２．株主への利益配分等 

（１） 利益配分に関する基本方針 

当社は経営基盤の強化に努め、安定的な配当を維持することを基本方針にしております。 

（２） 内部留保資金の使途 

経営成績や財政状態を勘案しながら、研究開発投資、設備投資および事業展開のための資金に充当し

てまいります。 

（３） 過去３決算期間の配当状況等 

 

 

 

 

 

 

  

（注）平成 16 年５月 20 日付けで１株を２株にする株式分割を実施しております。 

３．その他 

（１） 潜在株式による希薄化情報 

今回のファイナンスを実施することにより、平成 17 年１月 21 日現在の発行済株式総数に対する潜在株式

数の比率は 18.6％となる見込みであります。 

（注） 潜在株式数の比率は、「既に発行されている新株予約権に、今回発行する転換社債型新株予約権

付社債の新株予約権がすべて行使された場合に発行される株式数を合算したもの」を、「直近の発

行済み株式数に、既に発行されている新株予約権および今回発行する転換社債型新株予約権付社

債の新株予約権がすべて行使された場合に発行される株式数を合算したもの」で除した数値でありま

す。 

（２） 過去のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスは以下のとおりです。 

形態 公募増資 

発行株式数  500,000 株

発行価額  765 円

資本組入額  383 円

払込金総額  191,500,000 円

発行日  平成 15 年２月 25 日 

 

 平成 14 年３月期 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 

１株当た り当期純利益 39.94 円 60.06 円 59.68 円 

１ 株当た り年間配当金 ５円 ５円 10 円 

実 績 配 当 性 向 12.5％ 8.7％ 16.8％ 

株主資本当期純利益率 5.2％ 7.2％ 6.7％ 

株 主 資 本 配 当 率 0.6％ 0.6％ 1.1％ 
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② 過去３年間の株価の推移 

 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 

始 値 1,250 円 1,060 円 545 円

高 値 1,250 円
1,470 円 

□600 円 
580 円

安 値 980 円
900 円 

□539 円 
182 円

終 値 1,100 円 545 円 221 円

 （注） 1. 株価は、ジャスダック市場（現ジャスダック証券取引所）におけるものであります。なお、平成

15 年２月 25 日をもって日本証券業協会に株式を登録し、上記市場にて公開いたしましたの

で、それ以前の株価については記載しておりません。  

2. 平成 16 年３月期の高値および安値の□印は平成 16 年５月 20 日付けの株式分割（１株を２

株に分割）による権利落後の株価を示しております。 

3. 平成 17 年３月期の株価については、平成 17 年１月 21 日現在で表示しています。 

③ 過去３決算期間の株価収益率および株主資本利益率の推移 

 平成 14 年３月期 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 

株価収益率 ― 18.3 倍 18.3 倍 

株主資本利益率 5.2％ 7.2％ 6.7％ 

（注） 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を１期前の決算期末の１株当たり当期利益で除した数

値です。 

株主資本利益率は、決算期末の当期利益を株主資本（期首の資本の部の合計と期末の資本の

部合計の平均）で除した数値です。 

４．割当予定先の概要 

割当予定先の名称 インテル・キャピタル・コーポレーション 

割当新株予約権付社債（額面） 金756,600,000円 

払込金額 金756,600,000円 

住所 ケイマン諸島 グランド・ケイマン ジョージタウン ドクタ

ー・ロイズ・ドライブ69 ポスト・オフィス・ボックス1043 カ

レドニアン・ハウス 

代表者の氏名 ジョン・H.F.・マイナー 

資本の額 1,000ドル 

事業の内容 企業に対する投資事業 

割当予定先 

の内容 

大株主 ミッション・カレッジ・インヴェストメンツ・リミテッド 

出資関係 割当予定先が保有している当社の株式はありません。 

取引関係等 技術開発契約を締結しております。 

当社との関係 

人的関係等 なし 

（注） 資本の額、大株主および出資関係は、平成 16 年 10 月１日現在のものであります。 


