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第一部【組織再編成に関する情報】
第１【組織再編成の概要】
１【組織再編成の目的等】
（１）経営統合の目的及び理由
①

経営統合の経緯
株式会社りそなホールディングス（以下「りそなホールディングス」といいます。）、株式会社三井住
友フィナンシャルグループ（以下「三井住友フィナンシャルグループ」といいます。）、株式会社三井住
友銀行（以下「三井住友銀行」といいます。）、株式会社みなと銀行（以下「みなと銀行」といいま
す。）、株式会社関西アーバン銀行（以下「関西アーバン銀行」といいます。みなと銀行及び関西アーバ
ン銀行を併せて以下「両行」といいます。）及び株式会社近畿大阪銀行（以下「近畿大阪銀行」といいま
す。）（以下、６社を併せて「全当事者」といいます。）は、みなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大
阪銀行の３社（以下「統合グループ」、３社をそれぞれ「統合各社」といいます。）がそれぞれの強み・
特性を活かしつつ、関西経済のさらなる活性化や力強い発展に貢献することは、関西をマザーマーケット
とする金融機関としての最大の使命であり、ひいては日本経済の持続的な成長の一翼を担うものであると
の基本認識のもと、統合各社が長年培ってきたお客さま及び地域社会との関係をベースに、「関西の未来
とともに歩む新たなリテール金融サービスモデル」の構築に向けて、統合準備委員会を設置して企業理
念、ガバナンス、経営方針、ビジネスモデル、統合形態などの協議・検討を進めてまいりました。その結
果、(i)りそなホールディングスが株式会社関西みらいフィナンシャルグループ（以下「当社」といいま
す。）を設立すること、(ⅱ)りそなホールディングスが保有する近畿大阪銀行株式の全部を当社へ譲渡す
ること、(ⅲ)りそなホールディングスがみなと銀行及び関西アーバン銀行の各普通株式を対象とする公開
買付け（りそなホールディングスによるみなと銀行の普通株式 6,182,500 株（平成 29 年６月末のみなと銀
行の総株主の議決権数の 15％に相当）を上限に１株当たり 2,233 円を買付価格とする公開買付け（以下
「みなと銀行株式公開買付け」といいます。）及び、りそなホールディングスによる関西アーバン銀行の
普通株式 11,029,200 株（平成 29 年６月末の関西アーバン銀行の総株主の議決権数の 15％に相当）を上限
に１株当たり 1,503 円を買付価格とする公開買付け（以下「関西アーバン銀行株式公開買付け」といい、
みなと銀行株式公開買付けと併せて「本公開買付け」といいます。）をそれぞれ実施すること、(ⅳ)三井
住友銀行が保有する関西アーバン銀行の第一種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）をりそな
ホールディングスへ譲渡すること、並びに、(ⅴ)当社による両行との株式交換をそれぞれ実施すること等
により、当社の下に統合各社が結集する経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を行うことで、統
合各社が単独で存続する以上の企業価値の向上を実現できるとの判断に至り、平成 29 年９月 26 日、本経
営統合を行うことについて最終合意致しました。

②

統合グループの経営理念
統合各社が長年培ってきたお客さま及び地域社会との関係を深化させるとともに、社員が大きなやり甲
斐と誇りをもって働く、本邦有数にして関西最大の地域金融グループとなるべく、以下の経営理念を掲げ
ます。

1

統合グループの経営理念
関西の未来とともに歩む金融グループとして、
お客さまとともに成長します。
地域の豊かな未来を創造します。
変革に挑戦し進化し続けます。

③

統合グループの経営戦略
ア

新たなリテール金融サービスモデル
統合グループは、前記②に掲げる経営理念のもと、以下の３つの柱を軸として、「関西の未来ととも
に歩む新たなリテール金融サービスモデル」を構築することで、関西経済への深度ある貢献を実現して
まいります。
・

統合各社が培ってきた強みの共有とワンストップで高度な金融サービス、ソリューションの提供を
通じ、地域の幅広いお客さまとの関係を更に深掘りすることで、地域社会の発展・活性化に貢献し
てまいります。

・

オペレーション改革のノウハウ共有や事務・システムの統合等を通じて、業務効率と生産性の飛躍
的な向上を実現するとともに、お客さまに圧倒的な利便性を提供してまいります。

・

お客さま・地域の期待にお応えするために、関西最大にして本邦有数の金融ボリュームに相応しい
収益性・効率性・健全性を実現してまいります。

イ

ビジネスモデル実現に向けた基本的な考え方
統合グループは以下の基本的な考え方のもと、統合各社がこれまで培ってきた強みの発揮と共有、相
互補完、お客さまにとって真に役に立つ新たなサービスの提供を通じて、関西経済への深度ある貢献を
実現してまいります。

（ⅰ）マザーマーケットである関西でのプレゼンスの更なる向上と関西経済への貢献
・

関西における圧倒的なプレゼンス・地元密着のリレーションを活かした関西経済へ貢献
➢

地元関西の中小企業・個人にフォーカスした事業戦略を更に深化させてまいります。

➢

信託・不動産機能を活用したお客さまに真に役立つ承継ソリューション等をご提供してまい
ります。

➢

創業支援、ものづくり企業支援等プログラムの充実による地方創生への取組みを加速してま
いります。

・

地銀トップクラスの個人向けビジネスをさらに磨き、お客さまの資産形成をサポート
➢

地銀トップクラスの住宅ローンを更に強化し、お客さまの豊かな生活をサポートしてまいり
ます。

➢

地銀 No.1 の投資信託残高に加えて、ファンドラップ、個人型 DC など多様な商品を新たに展
開してまいります。

・

お客さま基盤と店舗ネットワークを活かした圧倒的な利便性を提供
➢

海外進出サポート、M&A、ビジネスマッチングなどお客さまのビジネス創出ニーズに対応し
2

てまいります。
➢

地銀最大の店舗ネットワークに加えて、りそなグループも含めた ATM 相互利用によりお客さ
まの利便性を向上してまいります。

（ⅱ）グループメリットを最大限活かした業務効率と生産性向上
・

事務・システムをりそなグループの共通プラットフォームに統合
➢

りそなグループにて培ってきたノウハウを最大限活用し、少人数運営による生産性向上と営
業セールス時間の拡大を図ってまいります。

➢

統合グループ全体でシステムコストの低減を実現するとともに、りそなグループとの共同運
営により最先端技術の活用の両立を実現してまいります。

・

お客さま接点の拡大に向けた営業人員の拡大
➢

本部組織のスリム化やチャネル最適化等により、営業人員の再配置を行い、質・量ともにお
客さま接点を拡大してまいります。

なお、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行は、統合効果を最大化する見地から、平成 31 年４月を目途
として、合併により組織形態の最適化を行う予定です。

（２）上場申請会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と上場申請会社の企業集団
の関係
①

上場申請会社の企業集団の概要
当社を株式交換完全親会社、みなと銀行を株式交換完全子会社とする株式交換及び当社を株式交換完全
親会社、関西アーバン銀行を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、併せて「本株式交換」といいま
す。）の効力発生後における当社の企業集団の概要は以下のとおりとなる予定です。

ア

上場申請会社の概要
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ
（１）商号
（英文名称 Kansai Mirai Financial Group, Inc.）
銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
１. 当会社の属する銀行持株会社グループの経営管理及びこれに付帯又は関連す
（２）事業内容
る一切の業務
２. 前号の業務のほか、銀行法により銀行持株会社が行うことのできる業務
（３）本店所在地
大阪市中央区備後町２丁目２番１号
哲哉 現 りそなホールディングス 取締役
代表取締役兼社長執行役員 菅
兼代表執行役
代表取締役
橋本 和正 現 関西アーバン銀行 取締役会長兼
頭取（代表取締役）
代表取締役
服部 博明 現 みなと銀行 代表取締役頭取兼最
高執行役員
（４）代表者及び役員
代表取締役
中前 公志 現 近畿大阪銀行 代表取締役社長兼
の就任予定
執行役員
取締役（監査等委員）
楠見 憲久 現 近畿大阪銀行 常勤社外監査役
取締役（非常勤）
磯野 薫
現 りそなホールディングス 取締役
監査委員会委員
社外取締役（監査等委員） 大橋 忠晴 現 みなと銀行 社外取締役
3

（５）資本金
（６）純資産（連結）
（７）総資産（連結）
（８）決算期

社外取締役（監査等委員） 安田

隆二 現

社外取締役（監査等委員） 尾賀
29,589,614,338 円
未定
未定
３月 31 日

康裕 現

一橋大学大学院国際企業戦略研究
科特任教授
株式会社尾賀亀 代表取締役

（注）取締役（監査等委員）のうち、大橋忠晴氏、安田隆二氏及び尾賀康裕氏は会社法第２条第 15 号に定
める社外取締役であります。

イ

上場申請会社の企業集団の概要
平成 30 年４月１日時点における当社の企業集団の概要は、本経営統合により、以下のとおりとなる予
定です。

名

称

(親会社)
株式会社りそ
なホールディ
ングス
（注）１

(連結子会社)
株式会社みな
と銀行
（注）１、
２、３
株式会社関西
アーバン銀行
（注）１、
２、３

住

所

資本金
（百万
円）

議決権の
所有（又
は被所
有）割合
（％）

主要な事業
の内容

関係内容

東京都 50,472
江東区

銀行持株会社

被所有
代表取締役の菅哲哉は、現りそなホールディン
51.09(予 グス取締役兼代表執行役です。また、取締役の
定)
磯野薫は、現りそなホールディングス取締役監
査委員会委員です。その他の関係内容は未定で
す。

神戸市 27,484
中央区

銀行業

100.00

代表取締役の服部博明は、現みなと銀行代表取
締役頭取兼最高執行役員です。また、取締役の
大橋忠晴は、現みなと銀行社外取締役です。そ
の他の関係内容は未定です。

大阪市 47,039
中央区

銀行業

100.00

代表取締役の橋本和正は、現関西アーバン銀行
取締役会長兼頭取（代表取締役）です。その他
の関係内容は未定です。
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株式会社近畿
大阪銀行
（注）２

（注）１

大阪市 38,971
中央区

銀行業

100.00

代表取締役の中前公志は、現近畿大阪銀行代表
取締役社長兼執行役員です。また、取締役の楠
見憲久は、現近畿大阪銀行常勤社外監査役で
す。その他の関係内容は未定です。

有価証券報告書提出会社であります。

２

特定子会社であります。

３

本株式交換の効力発生日（平成 30 年４月１日）をもって、両行は、当社の株式交換完全子会社とな

り、両行の普通株式は平成 30 年３月 28 日をもって上場廃止となる予定です。

当社の完全子会社である近畿大阪銀行の平成 29 年３月期末日の状況については、以下のとおりです。

近畿大阪銀行の概要
（ⅰ）事業の内容
近畿大阪銀行の事業の内容につきましては、後記「第二部 企業情報

第１ 企業の概況

３

事

業の内容」をご参照下さい。

（ⅱ）連結会社の状況
近畿大阪銀行との関係内容
名称

住所

資本金
(百万円)

議決権の
所有割合 役員の
兼任等
(％)
(人)

主要な事業の
内容

資
金
援
助

営業上の
取引

設備
の賃
貸借

業務提携

―

保証委託
関係
預金取引
関係

―

―

(連結子会社)
近畿大阪信用
保証株式会社
（注）１

（注）１

大阪市
中央区

6,397

信用保証業務

100.00

3
(-)

特定子会社であります。

２

「近畿大阪銀行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の(

)内は、近畿大阪銀行の役員(内書き)であ

ります。

また、当社の完全子会社となる両行の平成 29 年３月期末日の状況については、以下のとおりです。

みなと銀行の概要
（ⅰ）事業の内容
みなと銀行の事業の内容につきましては、後記「第二部
の内容」をご参照下さい。
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企業情報

第１ 企業の概況

３

事業

（ⅱ）連結会社の状況
みなと銀行との関係内容
名称

みなと保証株
式会社

資
金
援
助

資本金
(百万円)

主要な事業の内容

神戸市
西区

20

事務処理代行業務他

100.00

転籍３

―

神戸市
中央区

30

不動産・動産の調査
業務

100.00

転籍５

―

神戸市
中央区

1,780

信用保証業務

100.00

転籍６

―

住所

(連結子会社)
みなとビジネ
スサービス株
式会社
みなとアセッ
トリサーチ株
式会社

議決権の 役員の
所有割合
兼
(％)
任等
(人)

営業上の
取引

設備
の賃
貸借

預金取引
関係
業務受託
預金取引
関係
業務受託

事務
所の
賃借
事務
所の
賃借

預金取引
関係

―

―

事務
所の
賃借

―

―

―

預金取引
関係
金銭貸借
関係
リース取
引関係
預金取引
関係
金銭貸借
関係

みなとリース
株式会社

神戸市
中央区

30

リース業務、ファク
タリング業務他

61.00
(56.00)

転籍８

―

株式会社みな
とカード

神戸市
中央区

350

クレジットカード業
務他

96.89
(91.89)

転籍６

―

みなとシステ
ム株式会社

神戸市
西区

50

コンピュータ関連業
務他

100.00
(95.00)

転籍４

―

預金取引
関係

みなとキャピ
タル株式会社

神戸市
中央区

250

投資業務、経営相談
業務他

100.00
(30.00)

転籍４

―

預金取引
関係

みなとコンサ
ルティング株
式会社

神戸市
中央区

50

セミナー・研修会運
営、経営相談業務他

100.00

転籍６

―

預金取引
関係
業務受託

事務
所の
賃借
事務
所の
賃借
事務
所の
賃借

―

―

―

―

―

―

―

―

その他６社

（注）１
２

業務提携

―

―

―

―

―

―

「議決権の所有割合」欄の（ ）内は、間接所有の割合（内書き）であります。
みなと銀行の役員による役員の兼任はありません。

関西アーバン銀行の概要
（ⅰ）事業の内容
関西アーバン銀行の事業の内容につきましては、後記「第二部 企業情報
業の内容」をご参照下さい。
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第１

企業の概況

３

事

（ⅱ）連結会社の状況
関西アーバン銀行との関係内容
名称

住所

資本金
(百万円)

議決権の
役員の
所有
割合(％) 兼任等
(人)

主要な事業の内容

資
金
援
助

営業上の
取引

設備
の賃
貸借

業務
提携

建物
の一
部貸
借

―

建物
の一
部貸
借

―

建物
の一
部賃
借

―

―

―

建物
の一
部賃
借

―

―

―

(連結子会社)

関西アーバン
銀リース株式
会社

大阪市
中央区

株式会社関西
クレジット・
サービス

大阪市
中央区

関西総合信用
株式会社

大阪市
中央区

100

信用保証業務

びわこ信用保
証株式会社

滋賀県
大津市

20

信用保証業務

株式会社びわ
こビジネス
サービス

滋賀県
大津市

10

印刷・製本業務、計
算受託業務他

幸福カード株
式会社

大阪市
中央区

30

信用保証業務

（注）１

リース業務他

88.99

60

クレジットカード業
務他

92.91
(9.61)

「議決権の所有割合」欄の（

２
②

100

100.00

転籍６

転籍４

―

―

転籍５

―

100.00
転籍２
(100.00)

―

86.00
(81.00)

転籍２

―

100.00
転籍４
(100.00)

―

金銭貸借
関係
預金取引
関係
リース取
引関係
保証取引
関係
金銭貸借
関係
預金取引
関係
保証取引
関係
預金取引
関係
保証取引
関係
業務委託
関係
預金取引
関係
保証取引
関係
預金取引
関係
業務委託
関係
預金取引
関係

）内は、間接所有（内書き）であります。

関西アーバン銀行の役員による役員の兼任はありません。
上場申請会社の企業集団における組織再編成対象会社と上場申請会社の企業集団の関係

ア

資本関係
本株式交換により、両行は当社の完全子会社となる予定です。前記「①

概要

イ

イ

上場申請会社の企業集団の概要」の記載もご参照下さい。

役員の兼任関係
当社と当社の完全子会社となる両行との役員の兼任関係は、前記「①

要

上場申請会社の企業集団の

イ

上場申請会社の企業集団の概要」の記載をご参照下さい。
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上場申請会社の企業集団の概

ウ

取引関係
当社と当社の完全子会社である両行との取引関係は、未定であります。

２【組織再編成の当事会社の概要】
該当事項はありません。

３【組織再編成に係る契約】
（１）組織再編成に係る契約の内容の概要
当社及び両行は、当社及び両行の臨時株主総会並びに関西アーバン銀行の普通株式の株主（以下「普通株
主」といいます。）及び本優先株式の株主（以下「本優先株主」といいます。）による種類株主総会の承認
並びに関係当局等の許認可等が得られることを前提として、全当事者との間で平成 29 年９月 26 日付で締結
された統合契約書（以下「本統合契約」といいます。）に基づき、平成 30 年４月１日（予定）を効力発生日
とし、本株式交換を行うこととする株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結致しまし
た。本株式交換契約は、平成 29 年 12 月 26 日に当社及び両行の臨時株主総会並びに関西アーバン銀行の普通
株主及び本優先株主による種類株主総会において承認されました。
本株式交換契約に基づき、みなと銀行の普通株式１株に対して、当社の普通株式 2.37 株を、関西アーバン
銀行の普通株式１株に対して、当社の普通株式 1.60 株を、本優先株式１株に対して当社の普通株式
1.30975768 株を、それぞれ割当て交付致します。本株式交換契約の内容は後記「（２）株式交換契約の内
容」のとおりです。
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（２）株式交換契約の内容

株式交換契約書
株式会社関西アーバン銀行（住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋 1 丁目 2 番 4 号、以下「甲」という。）、株
式会社みなと銀行（住所：兵庫県神戸市中央区三宮町 2 丁目 1 番 1 号、以下「乙」という。）及び株式会社関西
みらいフィナンシャルグループ（住所：大阪市中央区備後町 2 丁目 2 番 1 号、以下「丙」という。）は、次のと
おり株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（株式交換）
第１条

甲は、丙を株式交換完全親会社とし、甲を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「甲丙間の株式交

換」という。）を行い、丙は、甲丙間の株式交換により甲の発行済株式の全部を取得する。
２

乙は、丙を株式交換完全親会社とし、乙を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「乙丙間の株式交換」
といい、甲丙間の株式交換と総称して「本株式交換」という。）を行い、丙は、乙丙間の株式交換により乙の
発行済株式の全部を取得する。

（株式交換に際して交付する株式及びその割当て）
第２条

丙は、甲丙間の株式交換に際して、①甲の普通株式の株主（丙を除く。以下同じ。）に対し、その所有

する甲の普通株式に代わり、本株式交換が効力を生ずる直前時（以下「基準時」という。）の甲の株主名簿に
記載又は記録された甲の普通株式の株主が所有する甲の普通株式数の合計に、1.60 を乗じた数（ただし、1 株
に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）の丙の普通株式を交付し、②甲の第一種優先株式の株
主（丙を除く。以下同じ。）に対し、その所有する甲の第一種優先株式に代わり、基準時の甲の株主名簿に記
載又は記録された甲の第一種優先株式の株主が所有する甲の第一種優先株式数の合計に、1.30975768 を乗じた
数（ただし、1 株に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）の丙の普通株式を交付する。
２

丙は、乙丙間の株式交換に際して、乙の株主（丙を除く。以下同じ。）に対し、その所有する乙の普通株式
に代わり、基準時の乙の株主名簿に記載又は記録された乙の株主が所有する乙の普通株式数の合計に、2.37 を
乗じた数（ただし、1 株に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）の丙の普通株式を交付する。

３

丙は、甲丙間の株式交換に際して、第 1 項の丙の株式を、①基準時の甲の株主名簿に記載又は記録された甲

の普通株式の株主に対し、その所有する甲の普通株式 1 株につき、丙の普通株式 1.60 株の割合をもって割り当
て、②基準時の甲の株主名簿に記載又は記録された甲の第一種優先株式の株主に対し、その所有する甲の第一
種優先株式 1 株につき、丙の普通株式 1.30975768 株の割合をもって割り当てる。
４

丙は、乙丙間の株式交換に際して、第 2 項の丙の株式を、基準時の乙の株主名簿に記載又は記録された乙の

株主に対し、その所有する乙の普通株式 1 株につき、丙の普通株式 2.37 株の割合をもって割り当てる。
５

前二項に従って甲又は乙の株主に対して割り当てる丙の普通株式の数に 1 株に満たない端数があるときは、

丙は、会社法第 234 条の規定に従ってこれを処理する。

（新株予約権の取扱い）
第３条

丙は、乙丙間の株式交換に際して、基準時の乙の新株予約権原簿に記載又は記録された以下の表の①乃
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至⑥の第 1 欄に掲げる乙の各新株予約権の新株予約権者に対し、その所有する乙の各新株予約権に代わり、基
準時の乙の新株予約権原簿に記載又は記録された乙の各新株予約権の新株予約権者が所有する当該新株予約権
の総数と同数の、第 2 欄に掲げる丙の各新株予約権をそれぞれ交付する。

第1欄
名
①

称

株式会社みなと銀行
第 1 回新株予約権

②

株式会社みなと銀行
第 2 回新株予約権

③

株式会社みなと銀行
第 3 回新株予約権

④

株式会社みなと銀行
第 4 回新株予約権

⑤

株式会社みなと銀行
第 5 回新株予約権

⑥

株式会社みなと銀行
第 6 回新株予約権

２

第2欄
内

容

名

称

内

容

株式会社関西みらいフィナン
別紙 1 記載

シャルグループ

別紙 2 記載

第 1 回新株予約権
株式会社関西みらいフィナン
別紙 3 記載

シャルグループ

別紙 4 記載

第 2 回新株予約権
株式会社関西みらいフィナン
別紙 5 記載

シャルグループ

別紙 6 記載

第 3 回新株予約権
株式会社関西みらいフィナン
別紙 7 記載

シャルグループ

別紙 8 記載

第 4 回新株予約権
株式会社関西みらいフィナン
別紙 9 記載

シャルグループ

別紙 10 記載

第 5 回新株予約権
株式会社関西みらいフィナン
別紙 11 記載

シャルグループ

別紙 12 記載

第 6 回新株予約権

丙は、乙丙間の株式交換に際して、前項の表①乃至⑥の第 2 欄に掲げる丙の各新株予約権を、基準時の乙の
新株予約権原簿に記載又は記録された前項の表①乃至⑥の第 1 欄に掲げる乙の各新株予約権の新株予約権者に
対し、その所有する乙の各新株予約権 1 個につき、第 2 欄に掲げる丙の各新株予約権 1 個の割合をもってそれ
ぞれ割り当てる。

３

甲は、本株式交換が効力を生ずる日（以下「本効力発生日」という。）の前日までに、その発行する新株予
約権を全て無償取得し、かつ消却する。

（株式交換により増加すべき資本金及び準備金の額）
第４条

甲丙間の株式交換により増加すべき丙の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。

(1) 資本金の額
0円
(2) 資本準備金の額
会社計算規則第 39 条第 2 項の規定に従い丙が別途定める金額
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(3) 利益準備金の額
0円
２

乙丙間の株式交換により増加すべき丙の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。
(1) 資本金の額
0円

(2) 資本準備金の額
会社計算規則第 39 条第 2 項の規定に従い丙が別途定める金額
(3) 利益準備金の額
0円

（株式交換の効力発生）
第５条

本効力発生日は、平成 30 年 4 月 1 日とする。ただし、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由に

より必要な場合は、全当事者の合意によりこれを変更することができる。
２

甲丙間の株式交換と乙丙間の株式交換は、基準時において、互いに他方の株式交換が効力を生ずるのに必要
な要件（この項に規定する停止条件を除く。）を全て充たしていることを停止条件としてその効力を生ずるも
のとする。

（株式交換契約承認株主総会）
第６条

甲及び乙は、平成 29 年 12 月 26 日又は全当事者が別途合意する日を開催日としてそれぞれ臨時株主総会

（以下それぞれを「本臨時株主総会」という。）を招集し、本契約の承認その他の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。ただし、必要に応じて全当事者の合意によりこの開催日を変更することがで
きる。
２

丙は、平成 29 年 12 月 26 日又は全当事者が別途合意する日に、丙の臨時株主総会（書面決議を含む。）にお
いて、本契約の承認その他の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。

（会社の財産の管理）
第７条

甲、乙及び丙は、本契約締結日から本効力発生日までの間において、それぞれ善良なる管理者の注意を

もって自らの業務執行及び財産の管理、運営を行い、平成 29 年 9 月 26 日付「株式会社みなと銀行、株式会社
関西アーバン銀行及び株式会社近畿大阪銀行の経営統合等に関するお知らせ」にて公表された株式会社近畿大
阪銀行（以下「近畿大阪銀行」という。）、甲及び乙の経営統合（以下「本経営統合」という。）において企
図された行為以外で、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼし得る行為については、予め全当事者が協議
し合意の上、これを行うものとする。

（剰余金の配当及び自己株式の取得の制限）
第８条 甲は、平成 30 年 3 月 31 日を基準日として、総額 4,800,000,000 円（普通株式につき総額
2,940,000,000 円、第一種優先株式につき総額 1,860,000,000 円）を上限とする金銭による剰余金の配当を行
うものとし、丙は必要な議決権行使を行うものとする。
２

乙は、平成 30 年 3 月 31 日を基準日として、総額 2,052,000,000 円を上限とする金銭による剰余金の配当を
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行うものとし、丙は必要な議決権行使を行うものとする。
３

甲、乙及び丙は、前二項に定めるものを除き、本契約締結日から本効力発生日までの間のいずれかの日を基

準日とする剰余金の配当を行わないものとし、かつ、本契約締結日から本効力発生日までの間のいずれかの日
を取得日とする自己株式の取得（ただし、会社法第 192 条第 1 項に定める単元未満株式の買取請求に応じて行
う自己株式の取得及び会社法第 785 条第 1 項に定める本株式交換に際して行使される反対株主の株式買取請求
に応じて行う自己株式の取得を除く。）を行わないものとする。

（自己株式の処理）
第９条

甲及び乙は、本効力発生日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議により、本株式交換によ

り丙が甲及び乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時においてそれぞれが保有する自己株式（会社法第
785 条第 1 項に定める、本株式交換に際して行使される反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を
含む。）の全部を消却するものとする。

（定款変更）
第 10 条 甲及び乙は、本臨時株主総会において、それぞれ、定時株主総会の基準日に関する定款規定を、本契約
が効力を失っていないことを条件として、平成 30 年 3 月 30 日をもって削除する旨の定款変更に関する決議を
求めるものとする。
２

丙は、本臨時株主総会の開催日の前日までに、丙の臨時株主総会（書面決議を含む。）において、丙の普通
株式の譲渡制限に関する定款規定を削除する旨の定款変更に関する決議を行うものとする。

（甲及び乙の株主に対する議決権の付与）
第 11 条 丙は、本効力発生日までに、本株式交換に際して丙の普通株式の割当交付を受ける甲及び乙の株主に対
し、会社法第 124 条第 4 項に基づき、第 10 条の定款変更が効力を生じること、及び、本株式交換がその効力を
生ずることを条件として、丙の平成 30 年 6 月開催予定の定時株主総会における議決権を付与する旨の取締役会
決議を行うものとする。

（確認事項等）
第 12 条 甲、乙及び丙は、株式会社りそなホールディングス（以下「りそな HD」という。）、株式会社三井住
友フィナンシャルグループ（以下「SMFG」という。）、株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」とい
う。）、近畿大阪銀行、甲及び乙の間の平成 29 年 9 月 26 日付統合契約書（以下「本統合契約」という。）に
おいて、それぞれ、別紙 13 の内容の表明及び保証（以下「本件表明保証」という。）を行っていることを確認
し、丙は、甲及び乙に対し、本契約締結日から本効力発生日の前日までにおいて、別紙 14 に記載の内容の事項
が重要な点において真実かつ正確であること（以下「丙表明保証」という。）を表明し、かつ保証する。
２

甲及び乙は、本統合契約において、本件表明保証が真実かつ正確でなかったことに起因又は関連して、本統
合契約の他の当事者に損害、損失又は費用（合理的な範囲の弁護士費用等を含む。以下総称して「損害等」と
いう。）が生じた場合には、それぞれ、かかる損害等を補償する義務を負っていることを確認し、丙は、丙表
明保証が真実かつ正確でなかったことに起因又は関連して、本契約の他の当事者に損害等が生じた場合には、
かかる損害等を補償する義務を負うものとする。
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（株式交換条件の変更及び本契約の解除）
第 13 条 本契約締結日から本効力発生日までの間において、甲、乙、丙若しくは近畿大阪銀行の財政状態、経営
成績、キャッシュフロー、事業又は権利義務に、重大な悪影響を及ぼすおそれがあると合理的に判断される事
態が発生し、本株式交換の実行又は本株式交換の条件に重大な悪影響を与える事態その他本契約の目的の達成
が困難となる事態が発生又は判明した場合は、甲、乙又は丙は、全当事者が協議の上、本契約を解除し、又
は、全当事者、りそな HD、SMFG 及び三井住友銀行が合意の上、本株式交換に関する条件を変更することができ
る。

（本契約の効力）
第 14 条 本契約は、前条に従い本契約が解除された場合、本効力発生日の前日までに甲、乙若しくは丙のいずれ
かの本臨時株主総会において本契約の承認が得られなかった場合、本効力発生日の前日までに甲及び乙の本臨
時株主総会に上程された議案の全部若しくは一部の承認が得られなかった場合、本効力発生日の前日までにり
そな HD から丙に対するりそな HD が保有する近畿大阪銀行の株式の全ての譲渡が完了していない場合、又は、
本効力発生日の前日までに本株式交換に係る国内外の法令に定める関係官庁の承認等（関係官庁に対する届出
の効力の発生等を含むがこれに限らない。）が得られなかった場合、その効力を失う。

（協議事項）
第 15 条 本契約に定めのない事項その他本株式交換に必要な事項は、全当事者が協議し合意の上定める。
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本契約締結の証として本契約書 3 通を作成し、全当事者がそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。

平成 29 年 11 月 14 日

甲：大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目２番４号
株式会社関西アーバン銀行
取締役会長兼頭取

橋本 和正㊞

乙：兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１番１号
株式会社みなと銀行
取締役頭取

服部

博明㊞

丙：大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ
代表取締役兼社長執行役員 菅
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哲哉㊞

別紙 1

株式会社みなと銀行第 1 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称 株式会社みなと銀行第 1 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 1,000 株（平成 28 年 10 月 1 日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数
は 100 株）とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通
株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合
を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切
り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 24 年 7 月 21 日から平成 54 年 7 月 20 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失
した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 53 年 7 月 20 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 53 年 7 月 21 日から平成 54 年 7 月 20 日
(イ) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権 1 個当たり 132,000 円
なお、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役及
び執行役員が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとする。
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12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 24 年 7 月 20 日

13. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成 24 年 7 月 20 日

14. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、これを下記 15．に定める行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記 16．に定める払込取扱場
所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込む。

15. 募集新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部またはその時々における当該業務担当部署

16. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
当行本店営業部

17. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当行普通
株式の株主となる。

（2）

当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

18. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

19. 発行要項の公示
当行は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

20. その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は関係法令及び経営会議の決議による。

以
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上

別紙 2

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 1 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 1 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 237 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以
降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同
じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 30 年 4 月 1 日から平成 54 年 7 月 20 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け

20

ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれ
かの地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 53 年 7 月 20 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 53 年 7 月 21 日から平成 54 年 7 月 20 日
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない。
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12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 30 年 4 月 1 日

13. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、当社の指定する行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて当社の指定する払込取扱場所
の口座に当社の指定する日時までに振り込む。

14. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当社普通
株式の株主となる。

（2）

当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

15. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

16. 発行要項の公示
当社は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

以
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上

別紙 3

株式会社みなと銀行第 2 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称 株式会社みなと銀行第 2 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 1,000 株（平成 28 年 10 月 1 日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数
は 100 株）とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通
株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合
を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切
り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 25 年 7 月 20 日から平成 55 年 7 月 19 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失
した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日（権利行使開始日）以降、新株予約権を行使するこ
とができる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 54 年 7 月 19 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 54 年 7 月 20 日から平成 55 年 7 月 19 日
(イ) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権 1 個当たり 166,000 円
なお、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役及
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び執行役員が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 25 年 7 月 19 日

13. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成 25 年 7 月 19 日

14. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、これを下記 15．に定める行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記 16．に定める払込取扱場
所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込む。

15. 募集新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部またはその時々における当該業務担当部署

16. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
当行本店営業部

17. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当行普通
株式の株主となる。

（2）

当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

18. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

19. 発行要項の公示
当行は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

20. その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は関係法令及び経営会議の決議による。
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以
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上

別紙 4

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 2 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 2 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 237 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以
降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同
じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 30 年 4 月 1 日から平成 55 年 7 月 19 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれ
かの地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 54 年 7 月 19 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 54 年 7 月 20 日から平成 55 年 7 月 19 日
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない。
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12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 30 年 4 月 1 日

13. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、当社の指定する行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて当社の指定する払込取扱場所
の口座に当社の指定する日時までに振り込む。

14. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当社普通
株式の株主となる。

（2）

当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

15. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

16. 発行要項の公示
当社は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

以
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上

別紙 5

株式会社みなと銀行第 3 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称 株式会社みなと銀行第 3 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 1,000 株（平成 28 年 10 月 1 日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数
は 100 株）とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通
株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合
を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切
り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 26 年 7 月 19 日から平成 56 年 7 月 18 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失
した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日（権利行使開始日）以降、新株予約権を行使するこ
とができる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 55 年 7 月 18 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 55 年 7 月 19 日から平成 56 年 7 月 18 日
(イ) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権 1 個当たり 181,000 円
なお、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役及
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び執行役員が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 26 年 7 月 18 日

13. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成 26 年 7 月 18 日

14. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、これを下記 15．に定める行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記 16．に定める払込取扱場
所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込む。

15. 募集新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部またはその時々における当該業務担当部署

16. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
当行本店営業部

17. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当行普通
株式の株主となる。

（2）

当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

18. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

19. 発行要項の公示
当行は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

20. その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は関係法令及び経営会議の決議による。
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以
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上

別紙 6

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 3 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 3 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 237 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以
降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同
じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 30 年 4 月 1 日から平成 56 年 7 月 18 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

37

6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれ
かの地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 55 年 7 月 18 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 55 年 7 月 19 日から平成 56 年 7 月 18 日
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない。
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12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 30 年 4 月 1 日

13. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、当社の指定する行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて当社の指定する払込取扱場所
の口座に当社の指定する日時までに振り込む。

14. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当社普通
株式の株主となる。

（2）

当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

15. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

16. 発行要項の公示
当社は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

以
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上

別紙 7

株式会社みなと銀行第 4 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称 株式会社みなと銀行第 4 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 1,000 株（平成 28 年 10 月 1 日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数
は 100 株）とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通
株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合
を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切
り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 27 年 7 月 18 日から平成 57 年 7 月 17 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失
した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日（権利行使開始日）以降、新株予約権を行使するこ
とができる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 56 年 7 月 17 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 56 年 7 月 18 日から平成 57 年 7 月 17 日
(イ) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権 1 個当たり 309,000 円
なお、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役及
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び執行役員が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 27 年 7 月 17 日

13. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成 27 年 7 月 17 日

14. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、これを下記 15．に定める行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記 16．に定める払込取扱場
所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込む。

15. 募集新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部またはその時々における当該業務担当部署

16. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
当行本店営業部

17. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当行普通
株式の株主となる。

（2）

当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

18. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

19. 発行要項の公示
当行は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

20. その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は関係法令及び経営会議の決議による。
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以
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上

別紙 8

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 4 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 4 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 237 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以
降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同
じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 30 年 4 月 1 日から平成 57 年 7 月 17 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれ
かの地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 56 年 7 月 17 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 56 年 7 月 18 日から平成 57 年 7 月 17 日
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない。

48

12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 30 年 4 月 1 日

13. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、当社の指定する行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて当社の指定する払込取扱場所
の口座に当社の指定する日時までに振り込む。

14. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当社普通
株式の株主となる。

（2）

当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

15. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

16. 発行要項の公示
当社は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

以
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上

別紙 9

株式会社みなと銀行第 5 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称 株式会社みなと銀行第 5 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 1,000 株（平成 28 年 10 月 1 日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数
は 100 株）とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当行普通
株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合
を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切
り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 28 年 7 月 22 日から平成 58 年 7 月 21 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失
した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日（権利行使開始日）以降、新株予約権を行使するこ
とができる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 57 年 7 月 21 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 57 年 7 月 22 日から平成 58 年 7 月 21 日
(イ) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権 1 個当たり 153,000 円
なお、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役及
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び執行役員が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 28 年 7 月 21 日

13. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成 28 年 7 月 21 日

14. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、これを下記 15．に定める行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記 16．に定める払込取扱場
所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込む。

15. 募集新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部またはその時々における当該業務担当部署

16. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
当行本店営業部

17. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当行普通
株式の株主となる。

（2）

当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

18. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

19. 発行要項の公示
当行は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

20. その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は関係法令及び経営会議の決議による。
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以
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上

別紙 10

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 5 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 5 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 237 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以
降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同
じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 30 年 4 月 1 日から平成 58 年 7 月 21 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

55

6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれ
かの地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 57 年 7 月 21 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 57 年 7 月 22 日から平成 58 年 7 月 21 日
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない。
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12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 30 年 4 月 1 日

13. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、当社の指定する行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて当社の指定する払込取扱場所
の口座に当社の指定する日時までに振り込む。

14. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当社普通
株式の株主となる。

（2）

当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

15. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

16. 発行要項の公示
当社は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

以
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別紙 11

株式会社みなと銀行第 6 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称 株式会社みなと銀行第 6 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以
降、当行が当行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同
じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 29 年 7 月 22 日から平成 59 年 7 月 21 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失
した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日（権利行使開始日）以降、新株予約権を行使するこ
とができる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 58 年 7 月 21 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 58 年 7 月 22 日から平成 59 年 7 月 21 日
(イ) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権 1 個当たり 199,100 円
なお、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役及
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び執行役員が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 29 年 7 月 21 日

13. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成 29 年 7 月 21 日

14. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、これを下記 15．に定める行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記 16．に定める払込取扱場
所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込む。

15. 募集新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部またはその時々における当該業務担当部署

16. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
当行本店営業部

17. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当行普通
株式の株主となる。

（2）

当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

18. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

19. 発行要項の公示
当行は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

20. その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は関係法令及び経営会議の決議による。
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別紙 12

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 6 回新株予約権の内容

1.

募集新株予約権の名称

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第 6 回新株予約権

2.

募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付
与株式数」という）は 237 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以
降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同
じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力
発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場
合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知
または公告する。

3.

募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.

募集新株予約権を行使することができる期間
平成 30 年 4 月 1 日から平成 59 年 7 月 21 日まで

5.

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（1）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の
端数は、これを切り上げる。

（2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の
資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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6.

譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

7.

募集新株予約権の取得条項
以下の（1）、（2）、（3）、（4）または（5）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で
新株予約権を取得することができる。
（1）

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（2）

当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（3）

当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（4）

当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（5）

新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.

組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めることを条件とする。
（1）

交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

（3）

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 2.に準じて決定する。

（4）

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
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ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
（5）

新株予約権を行使することができる期間
上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記 4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。

（6）

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 5.に準じて決定する。

（7）

譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）

新株予約権の取得条項
上記 7.に準じて決定する。

（9）

その他の新株予約権の行使の条件
下記 10.に準じて決定する。

9.

募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てる。

10. その他の募集新株予約権の行使の条件
（1）

新株予約権者は、上記 4．の期間内において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれ
かの地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。

（2）

上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、上記 4．の期間内において、以下の（ア）または（イ）
に定める場合（ただし、（イ）については、上記 8．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合
を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成 58 年 7 月 21 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成 58 年 7 月 22 日から平成 59 年 7 月 21 日
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しく
は株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、
取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から 15 日間

（3）

上記（1）及び（2）アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4）

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

11. 募集新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない。
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12. 募集新株予約権を割り当てる日
平成 30 年 4 月 1 日

13. 募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
（1）

新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を
記入し、記名捺印の上、当社の指定する行使請求受付場所に提出する。

（2）

上記（1）の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて当社の指定する払込取扱場所
の口座に当社の指定する日時までに振り込む。

14. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
（1）

新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当社普通
株式の株主となる。

（2）

当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設し
た新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載
または記録をするために必要な手続を行う。

15. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、こ
れに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かか
る変更は本要項と一体をなすものとする。

16. 発行要項の公示
当社は、本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。

以
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上

別紙 13

１

表明保証の内容

りそな HD の表明保証
りそな HD は、SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀行、甲及び乙に対し、本統合契約締結日から本効力発生日の前

日までにおいて、以下の事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
(1) （設立及び存続）
りそな HD は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている
事業に必要な権限及び権能を有していること。
(2) （本統合契約の締結及び履行）
りそな HD は、本統合契約を適法かつ有効に締結し、本統合契約に基づく義務を履行するために必要な権
限及び権能を有していること。りそな HD による本統合契約の締結及びその義務の履行は、その目的の範
囲内の行為であり、りそな HD は、本統合契約の締結及びその義務の履行に関し、法令等（国内外の法令
及び規則（地方公共団体の条例等を含む。）、並びに関係当局等の判断等を意味する。なお、「関係当
局等」とは、国内外の裁判所、監督官庁その他の司法・行政機関（公正取引委員会その他の競争法に関
する規制機関、その他の規制機関又は監督機関を含む。）又は金融商品取引所を意味し、「関係当局等
の判断等」とは、関係当局等の判決（裁判上の和解その他判決と同一の効果を有するものを含む。）、
決定、命令、審決、通達、指導及び要請その他の判断、並びに関係当局等の規則及び規制を意味する。
以下同じ。）、りそな HD の定款その他の社内規程において必要とされる手続を全て適法かつ有効に履践
していること。
(3) （執行可能性）
本統合契約は、りそな HD により適法かつ有効に締結されており、SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀行、
甲及び乙により適法かつ有効に締結された場合には、りそな HD の適法、有効かつ法的拘束力のある義務
を構成し、かつ、かかる義務は、法令等によりその履行の強制が制限される場合を除き、本統合契約の
各条項に従い、りそな HD に対して執行可能であること。
(4) （法令等との抵触の不存在）
りそな HD による本統合契約の締結及びその義務の履行は、(i)りそな HD に適用ある法令等に違反するも
のではなく、(ii)りそな HD の定款その他の社内規程に違反するものではなく、(iii)りそな HD が事業を
行う上で必要とされる許認可等（関係当局等への報告、届出、登録、許可、認可、承認、免許、同意、
免除その他これらに類する行為又は手続をいう。以下同じ。）に違反するものではないこと。
(5) （反社会的勢力）
りそな HD 及びその子会社は、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力手段
等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という。）、暴力団員等が経営を支配して
いると認められる関係を有する者、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する
者、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等に対して資金等を提供し、又
は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、役員又は経営に実質的に関与して
いる者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。）ではないこと。りそ
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な HD 及びその子会社の知る限り、りそな HD 及びその子会社と反社会的勢力との間には、現在、直接、何
らの資本・資金・取引上の関係もなく、金銭の支払、便益の供与その他一切の関係又は交流がないこと。
りそな HD 及びその子会社において、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力と意図して交流を持って
いる者が役員に選任されておらず、また、従業員等として雇用されている事実がなく、今後もその予定が
ないこと。
(6) （情報開示）
りそな HD が、本経営統合に関連して SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀行、甲及び乙並びにその外部専門
家に開示した情報は、りそな HD の知る限り、重要な点において真実かつ正確であること。

２

SMFG の表明保証
SMFG は、りそな HD、三井住友銀行、近畿大阪銀行、甲及び乙に対し、本統合契約締結日から本効力発生日の前

日までにおいて、以下の事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
(1) （設立及び存続）
SMFG は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている事業
に必要な権限及び権能を有していること。
(2) （本統合契約の締結及び履行）
SMFG は、本統合契約を適法かつ有効に締結し、本統合契約に基づく義務を履行するために必要な権限及
び権能を有していること。SMFG による本統合契約の締結及びその義務の履行は、その目的の範囲内の行
為であり、SMFG は、本統合契約の締結及びその義務の履行に関し、法令等、SMFG の定款その他の社内規
程において必要とされる手続を全て適法かつ有効に履践していること。
(3) （執行可能性）
本統合契約は、SMFG により適法かつ有効に締結されており、りそな HD、三井住友銀行、近畿大阪銀行、
甲及び乙により適法かつ有効に締結された場合には、SMFG の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構
成し、かつ、かかる義務は、法令等によりその履行の強制が制限される場合を除き、本統合契約の各条
項に従い、SMFG に対して執行可能であること。
(4) （法令等との抵触の不存在）
SMFG による本統合契約の締結及びその義務の履行は、(i)SMFG に適用ある法令等に違反するものではな
く、(ii)SMFG の定款その他の社内規程に違反するものではなく、(iii)SMFG が事業を行う上で必要とさ
れる許認可等に違反するものではないこと。
(5) （反社会的勢力）
SMFG 及びその子会社は、反社会的勢力ではないこと。SMFG 及びその子会社の知る限り、SMFG 及びその子
会社と反社会的勢力との間には、現在、直接、何らの資本・資金・取引上の関係もなく、金銭の支払、
便益の供与その他一切の関係又は交流がないこと。SMFG 及びその子会社において、反社会的勢力に属す
る者又は反社会的勢力と意図して交流を持っている者が役員に選任されておらず、また、従業員等とし
て雇用されている事実がなく、今後もその予定がないこと。
(6) （情報開示）
SMFG が、本経営統合に関連してりそな HD、三井住友銀行、近畿大阪銀行、甲及び乙並びにその外部専門
家に開示した情報は、SMFG の知る限り、重要な点において真実かつ正確であること。
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３

三井住友銀行の表明保証
三井住友銀行は、りそな HD、SMFG、近畿大阪銀行、甲及び乙に対し、本統合契約締結日から本効力発生日の前

日までにおいて、以下の事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
(1) （設立及び存続）
三井住友銀行は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行って
いる事業に必要な権限及び権能を有していること。
(2) （本統合契約の締結及び履行）
三井住友銀行は、本統合契約を適法かつ有効に締結し、本統合契約に基づく義務を履行するために必要
な権限及び権能を有していること。三井住友銀行による本統合契約の締結及びその義務の履行は、その
目的の範囲内の行為であり、三井住友銀行は、本統合契約の締結及びその義務の履行に関し、法令等、
三井住友銀行の定款その他の社内規程において必要とされる手続を全て適法かつ有効に履践しているこ
と。
(3) （執行可能性）
本統合契約は、三井住友銀行により適法かつ有効に締結されており、りそな HD、SMFG、近畿大阪銀行、
甲及び乙により適法かつ有効に締結された場合には、三井住友銀行の適法、有効かつ法的拘束力のある
義務を構成し、かつ、かかる義務は、法令等によりその履行の強制が制限される場合を除き、本統合契
約の各条項に従い、三井住友銀行に対して執行可能であること。
(4) （法令等との抵触の不存在）
三井住友銀行による本統合契約の締結及びその義務の履行は、(i)三井住友銀行に適用ある法令等に違反
するものではなく、(ii)三井住友銀行の定款その他の社内規程に違反するものではなく、(iii)三井住友
銀行が事業を行う上で必要とされる許認可等に違反するものではないこと。
(5) （反社会的勢力）
三井住友銀行及びその子会社は、反社会的勢力ではないこと。三井住友銀行及びその子会社の知る限
り、三井住友銀行及びその子会社と反社会的勢力との間には、現在、直接、何らの資本・資金・取引上
の関係もなく、金銭の支払、便益の供与その他一切の関係又は交流がないこと。三井住友銀行及びその
子会社において、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力と意図して交流を持っている者が役員に選
任されておらず、また、従業員等として雇用されている事実がなく、今後もその予定がないこと。
(6) （情報開示）
三井住友銀行が、本経営統合に関連してりそな HD、SMFG、近畿大阪銀行、甲及び乙並びにその外部専門
家に開示した情報は、三井住友銀行の知る限り、重要な点において真実かつ正確であること。

４

近畿大阪銀行の表明保証
近畿大阪銀行は、りそな HD、SMFG、三井住友銀行、甲及び乙に対し、本統合契約締結日から本効力発生日の前

日までにおいて、以下の事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
(1) （設立及び存続）
近畿大阪銀行は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行って
いる事業に必要な権限及び権能を有していること。
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(2) （本統合契約の締結及び履行）
近畿大阪銀行は、本統合契約を適法かつ有効に締結し、本統合契約に基づく義務を履行するために必要
な権限及び権能を有していること。近畿大阪銀行による本統合契約の締結及びその義務の履行は、その
目的の範囲内の行為であり、近畿大阪銀行は、本統合契約の締結及びその義務の履行に関し、法令等、
近畿大阪銀行の定款その他の社内規程において必要とされる手続を全て適法かつ有効に履践しているこ
と。
(3) （執行可能性）
本統合契約は、近畿大阪銀行により適法かつ有効に締結されており、りそな HD、SMFG、三井住友銀行、
甲及び乙により適法かつ有効に締結された場合には、近畿大阪銀行の適法、有効かつ法的拘束力のある
義務を構成し、かつ、かかる義務は、法令等によりその履行の強制が制限される場合を除き、本統合契
約の各条項に従い、近畿大阪銀行に対して執行可能であること。
(4) （法令等との抵触の不存在）
近畿大阪銀行による本統合契約の締結及びその義務の履行は、(i)近畿大阪銀行に適用ある法令等に違反
するものではなく、(ii)近畿大阪銀行の定款その他の社内規程に違反するものではなく、(iii)近畿大阪
銀行が事業を行う上で必要とされる許認可等に違反するものではないこと。
(5) （財務諸表等）
近畿大阪銀行の平成 28 年 3 月期及び平成 29 年 3 月期の連結財務諸表及び財務諸表（以下「近畿大阪銀行
財務諸表等」という。）は、日本で一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成されたもの
であり、それぞれ、関連する事業年度に係る財政状態並びに経営成績及びキャッシュフローの状況を重要
な点において公正に表示したものである。近畿大阪銀行及びその子会社には、本統合契約締結日において、
近畿大阪銀行財務諸表等に記載又は反映されているもの、平成 29 年 4 月 1 日以降に近畿大阪銀行及びそ
の子会社の通常の業務過程で発生したものを除き、何ら重要な債務、義務、負債その他の責任（確定か偶
発かを問わず、その発生原因を問わない。）は存在しないこと。平成 29 年 4 月 1 日以降本統合契約締結
日までの間に、近畿大阪銀行の知る限り、近畿大阪銀行の財政状態、経営成績若しくはキャッシュフロー
又はそれらの見込みに重大な悪影響を及ぼすおそれのある事実又は事由は発生していないこと。
(6) （反社会的勢力）
近畿大阪銀行及びその子会社は、反社会的勢力ではないこと。近畿大阪銀行及びその子会社の知る限り、
近畿大阪銀行及びその子会社と反社会的勢力との間には、現在、直接、何らの資本・資金・取引上の関係
もなく、金銭の支払、便益の供与その他一切の関係又は交流がないこと。近畿大阪銀行及びその子会社に
おいて、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力と意図して交流を持っている者が役員に選任されてお
らず、また、従業員等として雇用されている事実がなく、今後もその予定がないこと。
(7) （情報開示）
近畿大阪銀行が、本経営統合に関連してりそな HD、SMFG、三井住友銀行、甲及び乙並びにその外部専門
家に開示した情報は、近畿大阪銀行の知る限り、重要な点において真実かつ正確であり、かつ、関係当局
等により開示が制限されている事項を除き、近畿大阪銀行に関する重要な事項について誤解を生じさせな
いために必要な事実は欠けていないこと。
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５

甲の表明保証

甲は、りそな HD、SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀行及び乙に対し、本統合契約締結日から本効力発生日の前
日までにおいて、以下の事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
(1) （設立及び存続）
甲は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている事業に
必要な権限及び権能を有していること。
(2) （本統合契約の締結及び履行）
甲は、本統合契約を適法かつ有効に締結し、本統合契約に基づく義務を履行するために必要な権限及び
権能を有していること。甲による本統合契約の締結及びその義務の履行は、その目的の範囲内の行為で
あり、甲は、本統合契約の締結及びその義務の履行に関し、法令等、甲の定款その他の社内規程におい
て必要とされる手続を全て適法かつ有効に履践していること。
(3) （執行可能性）
本統合契約は、甲により適法かつ有効に締結されており、りそな HD、SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀
行及び乙により適法かつ有効に締結された場合には、甲の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成
し、かつ、かかる義務は、法令等によりその履行の強制が制限される場合を除き、本統合契約の各条項
に従い、甲に対して執行可能であること。
(4) （法令等との抵触の不存在）
甲による本統合契約の締結及びその義務の履行は、(i)甲に適用ある法令等に違反するものではなく、
(ii)甲の定款その他の社内規程に違反するものではなく、(iii)甲が事業を行う上で必要とされる許認可
等に違反するものではないこと。
(5) （財務諸表等）
甲の平成 28 年 3 月期及び平成 29 年 3 月期の連結財務諸表及び財務諸表（以下「甲財務諸表等」とい
う。）は、日本で一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成されたものであり、それぞれ、
関連する事業年度に係る財政状態並びに経営成績及びキャッシュフローの状況を重要な点において公正に
表示したものである。甲及びその子会社には、本統合契約締結日において、甲財務諸表等に記載又は反映
されているもの、平成 29 年 4 月 1 日以降に甲及びその子会社の通常の業務過程で発生したものを除き、
何ら重要な債務、義務、負債その他の責任（確定か偶発かを問わず、その発生原因を問わない。）は存在
しないこと。平成 29 年 4 月 1 日以降本統合契約締結日までの間に、甲の知る限り、甲の財政状態、経営
成績若しくはキャッシュフロー又はそれらの見込みに重大な悪影響を及ぼすおそれのある事実又は事由は
発生していないこと。
(6) （反社会的勢力）
甲及びその子会社は、反社会的勢力ではないこと。甲及びその子会社の知る限り、甲及びその子会社と反
社会的勢力との間には、現在、直接、何らの資本・資金・取引上の関係もなく、金銭の支払、便益の供与
その他一切の関係又は交流がないこと。甲及びその子会社において、反社会的勢力に属する者又は反社会
的勢力と意図して交流を持っている者が役員に選任されておらず、また、従業員等として雇用されている
事実がなく、今後もその予定がないこと。
(7) （情報開示）
甲が、本経営統合に関連してりそな HD、SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀行及び乙並びにその外部専門
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家に開示した情報は、甲の知る限り、重要な点において真実かつ正確であり、かつ、関係当局等により開
示が制限されている事項を除き、甲に関する重要な事項について誤解を生じさせないために必要な事実は
欠けていないこと。

６

乙の表明保証
乙は、りそな HD、SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀行及び甲に対し、本統合契約締結日から本効力発生日の前

日までにおいて、以下の事項が重要な点において真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
(1) （設立及び存続）
乙は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている事業に
必要な権限及び権能を有していること。
(2) （本統合契約の締結及び履行）
乙は、本統合契約を適法かつ有効に締結し、本統合契約に基づく義務を履行するために必要な権限及び
権能を有していること。乙による本統合契約の締結及びその義務の履行は、その目的の範囲内の行為で
あり、乙は、本統合契約の締結及びその義務の履行に関し、法令等、乙の定款その他の社内規程におい
て必要とされる手続を全て適法かつ有効に履践していること。
(3) （執行可能性）
本統合契約は、乙により適法かつ有効に締結されており、りそな HD、SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀
行及び甲により適法かつ有効に締結された場合には、乙の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成
し、かつ、かかる義務は、法令等によりその履行の強制が制限される場合を除き、本統合契約の各条項
に従い、乙に対して執行可能であること。
(4) （法令等との抵触の不存在）
乙による本統合契約の締結及びその義務の履行は、(i)乙に適用ある法令等に違反するものではなく、
(ii)乙の定款その他の社内規程に違反するものではなく、(iii)乙が事業を行う上で必要とされる許認可
等に違反するものではないこと。
(5) （財務諸表等）
乙の平成 28 年 3 月期及び平成 29 年 3 月期の連結財務諸表及び財務諸表（以下「乙財務諸表等」とい
う。）は、日本で一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成されたものであり、それぞれ、
関連する事業年度に係る財政状態並びに経営成績及びキャッシュフローの状況を重要な点において公正に
表示したものである。乙及びその子会社には、本統合契約締結日において、乙財務諸表等に記載又は反映
されているもの、平成 29 年 4 月 1 日以降に乙及びその子会社の通常の業務過程で発生したものを除き、
何ら重要な債務、義務、負債その他の責任（確定か偶発かを問わず、その発生原因を問わない。）は存在
しないこと。平成 29 年 4 月 1 日以降本統合契約締結日までの間に、乙の知る限り、乙の財政状態、経営
成績若しくはキャッシュフロー又はそれらの見込みに重大な悪影響を及ぼすおそれのある事実又は事由は
発生していないこと。
(6) （反社会的勢力）
乙及びその子会社は、反社会的勢力ではないこと。乙及びその子会社の知る限り、乙及びその子会社と反
社会的勢力との間には、現在、直接、何らの資本・資金・取引上の関係もなく、金銭の支払、便益の供与
その他一切の関係又は交流がないこと。乙及びその子会社において、反社会的勢力に属する者又は反社会
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的勢力と意図して交流を持っている者が役員に選任されておらず、また、従業員等として雇用されている
事実がなく、今後もその予定がないこと。
(7) （情報開示）
乙が、本経営統合に関連してりそな HD、SMFG、三井住友銀行、近畿大阪銀行及び甲並びにその外部専門
家に開示した情報は、乙の知る限り、重要な点において真実かつ正確であり、かつ、関係当局等により開
示が制限されている事項を除き、乙に関する重要な事項について誤解を生じさせないために必要な事実は
欠けていないこと。
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別紙 14

丙表明保証の内容

(1) （設立及び存続）
丙は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている事業に
必要な権限及び権能を有していること。
(2) （本契約の締結及び履行）
丙は、本契約を適法かつ有効に締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権限及び権能を有し
ていること。丙による本契約の締結及びその義務の履行は、その目的の範囲内の行為であり、丙は、本契
約の締結及びその義務の履行に関し、法令等、丙の定款その他の社内規程において必要とされる手続を全
て適法かつ有効に履践していること。
(3) （執行可能性）
本契約は、丙により適法かつ有効に締結されており、甲及び乙により適法かつ有効に締結された場合に
は、丙の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、かつ、かかる義務は、法令等によりその履行の
強制が制限される場合を除き、本契約の各条項に従い、丙に対して執行可能であること。
(4) （法令等との抵触の不存在）
丙による本契約の締結及びその義務の履行は、(i)丙に適用ある法令等に違反するものではなく、(ii)丙
の定款その他の社内規程に違反するものではなく、(iii)丙が事業を行う上で必要とされる許認可等に違
反するものではないこと。
(5) （反社会的勢力）
丙及びその子会社は、反社会的勢力ではないこと。丙及びその子会社の知る限り、丙及びその子会社と
反社会的勢力との間には、現在、直接、何らの資本・資金・取引上の関係もなく、金銭の支払、便益の
供与その他一切の関係又は交流がないこと。丙及びその子会社において、反社会的勢力に属する者又は
反社会的勢力と意図して交流を持っている者が役員に選任されておらず、また、従業員等として雇用さ
れている事実がなく、今後もその予定がないこと。
(6) （情報開示）
丙が、本経営統合に関連して甲及び乙並びにその外部専門家に開示した情報は、丙の知る限り、重要な点
において真実かつ正確であること。

４【組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠】
（１）株式交換に係る割当ての内容
①

当社とみなと銀行との間の株式交換に係る株式の割当ての内容
当社
（株式交換完全親会社）
普通株式の交換比率
１
（普通株式）
（注）１

みなと銀行
（株式交換完全子会社）
2.37
（普通株式）

株式の割当比率
みなと銀行の普通株式１株につき、当社の普通株式 2.37 株を割当て交付します。なお、上記

株式交換比率は、本統合契約締結日から平成 30 年４月１日又は全当事者が別途合意する日（以
下「本クロージング日」といいます。）までの間において、当社、近畿大阪銀行、関西アーバ
ン銀行若しくはみなと銀行の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、事業又は権利義務に、
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重大な悪影響を及ぼすおそれがあると合理的に判断される事態が発生し、本経営統合の実行又
は本経営統合の経済条件に重大な悪影響を与える事態その他本経営統合の目的の達成が困難と
なる事態が発生又は判明した場合は、全当事者及び当社が協議の上、変更されることがありま
す。
２

１株に満たない端数の取り扱い
本株式交換により交付する当社の普通株式に１株に満たない端数が生じた場合は、会社法第

234 条の規定に従ってこれを処理します。
３

本株式交換において当社が交付する新株式数（予定）
当社は、本株式交換に際して、普通株式 310,459,860 株を新たに発行し割当て交付する予定

です。
上記の当社が交付する新株式数は、みなと銀行が平成 30 年２月１日に提出した第 19 期第３
四半期報告書に記載された平成 29 年 12 月 31 日現在のみなと銀行の普通株式の発行済株式総数
（41,095,197 株）並びに関西アーバン銀行が平成 30 年１月 26 日に提出した第 155 期第３四半
期報告書に記載された平成 29 年 12 月 31 日現在の関西アーバン銀行の普通株式の発行済株式総
数（73,791,891 株）及び関西アーバン銀行の本優先株式の発行済株式総数（73,000,000 株）を
前提として本株式交換により発行される当社の普通株式数を算出しております。但し、みなと
銀行及び関西アーバン銀行は、本株式交換により当社がみなと銀行及び関西アーバン銀行の発
行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）においてそれぞれが
保有する自己株式（会社法第 785 条第１項に定める、本株式交換に際して行使される反対株主
の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含みます。）の全部を消却する予定であるため、
みなと銀行が平成 30 年１月 26 日に公表した「平成 30 年３月期第３四半期決算短信〔日本基
準〕（連結）」に記載された平成 29 年 12 月 31 日現在においてみなと銀行が所有するみなと銀
行の普通株式に係る自己株式数（56,171 株）及び関西アーバン銀行が平成 30 年１月 26 日に公
表した「平成 30 年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された平成 29 年
12 月 31 日現在において関西アーバン銀行が所有する関西アーバン銀行の普通株式に係る自己
株式数（301,229 株）は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。な
お、みなと銀行又は関西アーバン銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、み
なと銀行の平成 29 年 12 月 31 日又は関西アーバン銀行の平成 29 年 12 月 31 日時点における自
己株式数が基準時までに変動した場合は、当社の交付する新株式数が変動することがありま
す。なお、関西アーバン銀行の普通株式に係る自己株式については、上記 301,229 株のほか、
株主名簿上は関西アーバン銀行名義となっておりますが、実質的には所有していない株式が
100 株あります。
４

単元未満株式の取扱いについて
本株式交換により、１単元（100 株）未満の当社の普通株式（以下「単元未満株式」といい

ます。）の割当てを受けるみなと銀行の株主の皆様につきましては、その保有する単元未満株
式を株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）その他の金融商品取引
所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の
皆様は、会社法第 192 条第１項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を
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買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第 194 条第１項及び定款の規定に基づ
き、当社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡
すことを請求することも可能です。
５

本株式交換に伴う株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い
みなと銀行の発行している各新株予約権がいずれも１株当たりの行使価額を１円とする株式

報酬型ストック・オプションであることを踏まえ、当社は、本株式交換に際して、新株予約権
の目的である株式の数を当社とみなと銀行との間の株式交換に係る普通株式の交換比率に応じ
て調整した当社の新株予約権を、基準時におけるみなと銀行の各新株予約権の新株予約権者に
対し、その所有するみなと銀行の新株予約権１個につき当社の新株予約権１個の割合をもって
割当て交付する予定です。
なお、みなと銀行は、新株予約権付社債を発行しておりません。

②

当社と関西アーバン銀行との間の株式交換に係る株式の割当ての内容
当社
（株式交換完全親会社）
普通株式の交換比率
１
（普通株式）
本優先株式の交換比率
１
（普通株式）
（注）１

関西アーバン銀行
（株式交換完全子会社）
1.60
（普通株式）
1.30975768
（本優先株式）

株式の割当比率
関西アーバン銀行の普通株式１株につき、当社の普通株式 1.60 株を割当て交付します。な

お、上記株式交換比率は、本統合契約締結日から本クロージング日までの間において、当社、
近畿大阪銀行、関西アーバン銀行若しくはみなと銀行の財政状態、経営成績、キャッシュフ
ロー、事業又は権利義務に、重大な悪影響を及ぼすおそれがあると合理的に判断される事態が
発生し、本経営統合の実行又は本経営統合の経済条件に重大な悪影響を与える事態その他本経
営統合の目的の達成が困難となる事態が発生又は判明した場合は、全当事者及び当社が誠実に
協議し合意の上、変更されることがあります。
本優先株式１株につき、当社の普通株式 1.30975768 株を割当て交付します。
２

１株に満たない端数の取り扱い
本株式交換により交付する当社の普通株式に１株に満たない端数が生じた場合は、会社法第

234 条の規定に従ってこれを処理します。
３

本株式交換において当社が交付する新株式数（予定）
前記①（注）３をご参照下さい。

４

単元未満株式の取扱いについて
本株式交換により、単元未満株式の割当てを受ける関西アーバン銀行の株主の皆様につきま

しては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却す
ることはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、会社法第
192 条第１項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請
求することが可能です。また、会社法第 194 条第１項及び定款の規定に基づき、当社に対し、
自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する
77

ことも可能です。
５

本株式交換に伴う株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い
関西アーバン銀行の発行している各新株予約権がいずれも１株当たりの行使価額を付与時の

関西アーバン銀行の普通株式の１株当たりの市場価格以上の金額とする通常型ストック・オプ
ションであることを踏まえ、関西アーバン銀行は、本クロージング日の前日までに、その発行
する新株予約権を全て無償取得し、かつ消却する予定です。
なお、関西アーバン銀行は、新株予約権付社債を発行しておりません。

（２）株式交換に係る割当ての内容の根拠等
①

株式交換に係る割当てその他の本経営統合に関する経済条件の内容の根拠及び理由
前記「１

組織再編成の目的等

（１）経営統合の目的及び理由

①

経営統合の経緯」に記載のとお

り、全当事者は真摯に協議・交渉を重ねた結果、当社の下に統合各社が結集する本経営統合を行うこと
で、統合各社が単独で存続する以上の企業価値の向上を実現できるとの判断に至り、本経営統合を行うこ
とが最善の選択肢と考えるに至りました。
前記「（１）株式交換に係る割当ての内容」に記載の株式交換比率(以下「本株式交換比率」といいま
す。)の決定にあたって公正性・妥当性を期すため、後記「②

算定に関する事項

ア

算定の概要」及び

「（３）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等」に記載のとおり、りそな
ホールディングスはメリルリンチ日本証券（後記「②
ます。）を、みなと銀行は EYTAS（後記「②

算定に関する事項

算定に関する事項

を、関西アーバン銀行は PwC（後記「②

算定に関する事項

本総対価（後記「②

ア

算定に関する事項

ア

ア

ア

算定の概要」に定義され

算定の概要」に定義されます。）

算定の概要」に定義されます。）を、

算定の概要」に定義されます。）の分析又は株式交換比率

の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定のうえ、それぞれ経済条件の分析又は算定を依頼し、
当該第三者算定機関による分析又は算定結果を参考に、それぞれ統合各社の財務の状況、資産の状況、将
来の見通し等の要因を総合的に勘案し、またりそなホールディングスにおいては一連の本経営統合に関す
る条件を全体として検討し、全当事者間で株式交換比率について慎重に協議・交渉を重ねた結果、最終的
に本株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、平成 29 年９月 26 日、本株式交換における株式交換比率
を決定し、合意致しました。

②

算定に関する事項
ア

算定の概要
みなと銀行は、後記「（３）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等」に
記載のとおり、本株式交換に用いられる前記「（１）株式交換に係る株式の割当ての内容

①

当社と

みなと銀行との間の株式交換に係る株式の割当ての内容」に記載のみなと銀行の普通株式に係る本株式
交換比率の算定に当たって公正性を担保するため、みなと銀行の財務アドバイザー（第三者算定機関）
として EY トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社（以下「EYTAS」といいます。）を、
リーガル・アドバイザーとして TMI 総合法律事務所をそれぞれ選定のうえ、本株式交換に関する検討を
開始し、第三者算定機関である EYTAS から平成 29 年９月 26 日付で受領した株式交換比率算定書及び
フェアネス・オピニオン、並びにリーガル・アドバイザーである TMI 総合法律事務所からの助言を踏ま
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え、慎重に協議・検討した結果、前記「（１）株式交換に係る株式の割当ての内容

①

当社とみなと

銀行との間の株式交換に係る株式の割当ての内容」に記載のみなと銀行の普通株式に係る本株式交換比
率により本株式交換を行うことが妥当であると判断しました。

EYTAS は、みなと銀行については市場株価法、類似会社比準法及び配当割引モデル（以下「DDM 法」と
いいます。）を、当社については類似会社比準法及び DDM 法に基づく分析を行い、当該分析結果を総合
的に勘案してみなと銀行の普通株式に係る本株式交換比率の分析を行っております。また、当社の算定
に際しては、本経営統合の一環として当社が本株式交換実施までに取得した近畿大阪銀行の普通株式に
係る株式価値を基礎としております。EYTAS によるみなと銀行の普通株式に係る本株式交換比率の算定
結果は以下のとおりです。なお、下記の株式交換比率の算定結果は、みなと銀行の普通株式１株に対し
て割り当てる当社株式数の算定レンジを記載したものです。

当社採用手法

みなと銀行採用手法

株式交換比率の算定結果

類似会社比準法

市場株価法

2.03～3.44

類似会社比準法

類似会社比準法

2.00～3.52

DDM 法

DDM 法

2.04～2.80

なお、みなと銀行については市場株価法、類似会社比準法及び DDM 法により普通株式１株当たりの算
定を行っております。
市場株価法においては、平成 29 年９月 22 日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部におけ
るみなと銀行株式の算定基準日における終値、並びに算定基準日までの１週間、１ヶ月間及び３ヶ月間
の各取引日における終値平均値を採用しております。
類似会社比準法においては、比較対象とした上場会社の１ヶ月間の株価終値単純平均に基づき算定して
おります。
DDM 法では、みなと銀行の平成 30 年３月期から平成 35 年３月期までの財務予測に基づく将来キャッ
シュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって株式価値を算定しております。
他方、当社については類似会社比準法及び DDM 法により普通株式１株当たりの算定を行っておりま
す。
類似会社比準法においては比較対象とした上場会社の１ヶ月間の株価終値単純平均に基づき算定して
おります。
DDM 法では、当社の平成 30 年３月期から平成 35 年３月期までの財務予測に基づく将来キャッシュ・
フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって株式価値を算定しております。
なお、EYTAS が DDM 法の採用に当たり前提としたみなと銀行の事業計画において、大幅な増減益は見
込んでおりません。一方で EYTAS が DDM 法の算定に当たり前提とした当社の事業計画においては平成 30
年３月期に大幅な減益を見込んでおります。これは平成 29 年３月期に与信費用関連の戻入益や固定資産
処分益等の一時的な収益が計上されていたためです。

上記の結果に基づき株式交換比率を算定しております。
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関西アーバン銀行は、後記「（３）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
等」に記載のとおり、本株式交換に用いられる前記「（１）株式交換に係る株式の割当ての内容

②

当社と関西アーバン銀行との間の株式交換に係る株式の割当ての内容」に記載の関西アーバン銀行の普
通株式に係る本株式交換比率の公正性を担保するため、独立したファイナンシャル・アドバイザー及び
第三者算定機関である PwC アドバイザリー合同会社（以下「PwC」といいます。）に対し、当社の普通株
式と関西アーバン銀行の普通株式の株式交換比率の算定を依頼し、平成 29 年９月 25 日付で株式交換比
率算定書及び関西アーバン銀行の普通株式に係る本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）を取得しました。
PwC は、複数の株式価値算定手法の中から当社と関西アーバン銀行の株式価値算定にあたり採用すべ
き手法を検討の上、関西アーバン銀行についてはその普通株式が東京証券取引所市場第一部に上場して
おり、市場株価が存在することから市場株価基準法を、また、両社について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類似会社比準法を、更に将来の
事業活動の状況を評価に反映するため、金融機関の評価に広く利用される DDM 法を用いて、両社の株式
価値を算定しました。なお、当社の普通株式の株式価値算定に際しては、本経営統合の一環として当社
が本株式交換実施までに取得した近畿大阪銀行の普通株式の株式価値算定を基礎としております。
上記各手法に基づいて分析された株式交換比率の算定レンジは以下のとおりです。

関西アーバン銀行の普通株式 1 株に対して割り当てる当社の普通株式数
採用手法

株式交換比率の算定レンジ

当社

関西アーバン銀行

類似会社比準法

市場株価基準法

1.30～1.73

類似会社比準法

類似会社比準法

1.36～1.83

DDM 法

DDM 法

1.35～1.95

市場株価基準法では、平成 29 年９月 22 日を算定基準日として、関西アーバン銀行の普通株式の東京
証券取引所市場第一部における算定基準日の終値、算定基準日までの１ヶ月間の終値の単純平均値及び
出来高加重平均値、３ヶ月間の終値の単純平均値及び出来高加重平均値、６ヶ月間の終値の単純平均値
及び出来高加重平均値を基に、関西アーバン銀行の普通株式の株式価値を算定しております。
類似会社比準法では、上場類似会社の市場株価と財務指標との比較を通じ、両社の普通株式の株式価
値を算定しております。
DDM 法では、両社の事業計画に基づき、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮し
た後の株主に帰属する利益を資本コストで現在価値に割り引くことにより両社の普通株式の株式価値を
算定しております。
なお、PwC が DDM 法による算定の前提とした関西アーバン銀行の事業計画において、大幅な増減益が
見込まれている事業年度はありません。また、PwC が DDM 法による算定の前提とした当社の事業計画に
関しては、平成 30 年３月期において大幅な減益を見込んでおります。これは、近畿大阪銀行において前
事業年度に計上されていた与信費用の戻しや固定資産処分益等の一時的な収益が発生しないことによる
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ものです。
関西アーバン銀行は、PwC より、本株式交換における株式交換比率が関西アーバン銀行の普通株主に
とって財務的見地から妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しております。

また、本優先株式に係る本株式交換比率については、本優先株式における「普通株式を対価とする取
得請求権」に係る取得価額は、１株当たり 1,221.6 円とされており、かつ、当該取得請求権が行使され
た場合に、取得と引換えに交付すべき財産は、当該取得請求権の行使に係る本優先株式数に 1,000 円を
乗じた額を取得価額で除した数の普通株式とされています（本優先株式の内容については、関西アーバ
ン銀行が平成 29 年６月 29 日に提出した第 154 期有価証券報告書をご参照下さい。）。そのため、関西
アーバン銀行の普通株式に係る本株式交換比率（1.60）に 1,000/1,221.6 を乗じた比率が、本優先株式
に係る本株式交換比率（1.30975768）となります。

りそなホールディングスは、近畿大阪銀行、みなと銀行及び関西アーバン銀行の普通株式の発行済株
式総数の 100％を保有する予定の当社の普通株式の発行済株式総数の 51％程度（以下「当社対象株式」
といいます。）を前記「１

組織再編成の目的等

(1) 経営統合の目的及び理由

①

経営統合の経

緯」に記載の一連の本経営統合を通じて、取得するに当たり、かかる一連の本経営統合を通じてりそな
ホールディングスが支払う又は拠出する総対価（以下に定義するものをいい、本報告書において「本総
対価」といいます。）を全体として検討しており、かかる検討に際してりそなホールディングス、近畿
大阪銀行、みなと銀行、関西アーバン銀行、三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友銀行から独
立したりそなホールディングス及び近畿大阪銀行のファイナンシャル・アドバイザーであるメリルリン
チ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ日本証券」といいます。）に対して本総対価の分析を依頼し
ました。また、りそなホールディングスは一連の本経営統合を全体として本総対価の観点から検討して
いるため、本株式交換比率の決定に際し、メリルリンチ日本証券を含めた第三者算定機関から本株式交
換比率に係る算定書等は取得しておりません。
当社対象株式を取得するに当たり、りそなホールディングスが支払う又は拠出する「本総対価」と
は、①みなと銀行株式公開買付けの対価として支払われる金額、②関西アーバン銀行株式公開買付けの
対価として支払われる金額、③本優先株式の発行済株式総数の 100％の取得の対価として支払われる金
額（りそなホールディングスが受け取る平成 30 年３月 31 日を基準日とする本優先株式に係る配当金の
予想額控除後）及び④近畿大阪銀行の普通株式の発行済株式総数の 100％に係る株式価値（以下に定義
する「近畿大阪銀行のスタンド・アローンベースの 100％株式価値」と同一）から株式会社りそな銀行
（以下「りそな銀行」といいます。）による当社に対する貸付金相当額を控除した価値の合算値をいい
ます。
上記の分析を行うに当たり、メリルリンチ日本証券は、各種評価手法を検討し、主要な評価手法とし
て類似企業比較分析及び金融機関の評価に広く利用される DDM 法の各手法を用い、以下及び後記「メリ
ルリンチ日本証券による本株式価値等算定書における分析及び意見書の前提条件・免責事項等につい
て」に記載の前提条件その他の一定の条件の下に、以下に詳述するとおり、りそなホールディングスよ
り提供された本経営統合によるシナジー効果を含まない近畿大阪銀行のスタンド・アローンベースの財
務予測に基づく近畿大阪銀行の 100％株式価値（以下「近畿大阪銀行のスタンド・アローンベースの
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100％株式価値」といいます。）、りそなホールディングスより提供された本経営統合によるシナジー効
果を含むみなと銀行の財務予測に基づくみなと銀行の 100％株式価値（以下「みなと銀行の本件シナ
ジーを含む 100％株式価値」といいます。）、りそなホールディングスより提供された本経営統合によ
るシナジー効果を含む関西アーバン銀行の財務予測に基づく関西アーバン銀行の 100％株式価値（以下
「関西アーバン銀行の本件シナジーを含む 100％株式価値」といいます。）並びにりそなホールディン
グスより提供された上記のみなと銀行及び関西アーバン銀行の各財務予測において反映されていないそ
の他の本経営統合の実行により得られると見込まれるシナジー効果（りそなホールディングスに帰属す
る、本経営統合の実行により近畿大阪銀行において生じると見込まれるシナジー効果を含みます。）の
価値（以下、かかるシナジー効果を「その他の本件シナジー効果」といい、またその価値を総称して
「その他の本件シナジーの価値」といいます。）の分析を行い、りそなホールディングスに対して平成
29 年９月 26 日付でかかる株式価値等の分析に関する株式価値等算定書（以下「本株式価値等算定書」
といいます。）を提出致しました。メリルリンチ日本証券は、かかる分析に際し、りそなホールディン
グスの指示に従い、みなと銀行株式公開買付け及び関西アーバン銀行株式公開買付けのいずれにおいて
も、その買付上限数以上の応募がなされ、りそなホールディングスが買付上限数の各対象会社の普通株
式を取得すること並びに本優先株式の全てが上記のとおりりそなホールディングスにより取得され本株
式交換により当社の普通株式 95,612,310 株に交換されることその他本経営統合に関する一連の取引が予
定されたとおりに実行されることを前提としています。なお、メリルリンチ日本証券が DDM 法による算
定の前提とした関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行の上記の各財務予測において、関西アーバン銀行に
ついては平成 33 年３月期に当期純利益の大幅な増益が、近畿大阪銀行については平成 30 年３月期に当
期純利益の大幅な減益がそれぞれ見込まれております。関西アーバン銀行においては、主として本経営
統合に伴い発生するコストが減少したことを、近畿大阪銀行においては、主として平成 29 年３月期に与
信費用関連の戻入益や固定資産処分益等の一時的な収益が計上されていたことを理由とするものです。
一方、みなと銀行の上記の財務予測においては、大幅な増減益は見込まれておりません。なお、りそな
ホールディングスは、メリルリンチ日本証券から、平成 29 年９月 26 日付で、上記及び後記「メリルリ
ンチ日本証券による本株式価値等算定書における分析及び意見書の前提条件・免責事項等について」に
記載の前提条件その他一定の条件の下に、本総対価は、りそなホールディングスにとって財務的見地か
ら公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しております。但し、上記のとおり、りそ
なホールディングスは一連の本経営統合を全体として本総対価の観点から検討しているため、本株式交
換比率の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）は受領しておりません。

上記各手法において分析された近畿大阪銀行のスタンド・アローンベースの 100％株式価値、みなと
銀行の本件シナジーを含む 100％株式価値、関西アーバン銀行の本件シナジーを含む 100％株式価値及び
その他の本件シナジーの価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
近畿大阪銀行のスタンド・アローンベースの 100％株式価値
類似企業比較分析
414 億円～935 億円
DDM 法
1,130 億円～1,575 億円
みなと銀行の本件シナジーを含む 100％株式価値（※各手法にシナジー効果の現在価値を含む）
類似企業比較分析
706 億円～1,026 億円
DDM 法
869 億円～1,301 億円
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関西アーバン銀行の本件シナジーを含む 100％株式価値（※各手法にシナジー効果の現在価値を
含む）
類似企業比較分析
1,238 億円～2,084 億円
DDM 法
1,131 億円～1,681 億円
その他の本件シナジーの価値：318 億円～358 億円

類似企業比較分析では、完全に類似していないものの、分析の目的のために近畿大阪銀行、みなと銀
行及び関西アーバン銀行と比較的類似する事業を手がける複数の上場企業の市場株価と収益等を示す財
務指標との比較を通じて、近畿大阪銀行、みなと銀行及び関西アーバン銀行の株式価値が分析されてい
ます。
DDM 法では、りそなホールディングスが合理的と判断し、メリルリンチ日本証券に提供した近畿大阪
銀行、みなと銀行及び関西アーバン銀行の平成 30 年３月期以降の財務予測（みなと銀行及び関西アーバ
ン銀行については本経営統合の実行により得られると見込まれるシナジー効果を含みます。）並びにそ
の他の本件シナジー効果の予測に基づき、後記「メリルリンチ日本証券による本株式価値等算定書にお
ける分析及び意見書の前提条件・免責事項等について」に記載の前提条件その他一定の条件の下に、将
来の事業活動の状況を評価に反映するため、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮
した後の株主に帰属する又はりそなホールディングスにおいて本経営統合の実行により創出されると見
込まれる平成 31 年３月期以降の将来キャッシュ・フローを、資本コストで現在価値に割り戻して株式価
値等が分析されています。

りそなホールディングスは、みなと銀行株式公開買付け及び関西アーバン銀行株式公開買付けにおけ
る公開買付価格、本株式交換比率、本優先株式の譲渡の対価等の本経営統合に関する条件を本株式価値
等算定書の内容・分析結果を参考にして全体として検討し、一連の本経営統合の戦略的意義、みなと銀
行及び関西アーバン銀行の市場株価推移等を総合的に勘案した上で、みなと銀行、関西アーバン銀行及
び三井住友フィナンシャルグループと協議、交渉した結果、最終的に平成 29 年９月 26 日に開催された
りそなホールディングスの取締役会において、みなと銀行の普通株式１株に割り当てる当社の普通株式
数を 2.37 株、関西アーバン銀行の普通株式１株に割り当てる当社の普通株式数を 1.60 株とすることを
決定しております。

イ

算定機関との関係
メリルリンチ日本証券、EYTAS 及び PwC は、りそなホールディングス、近畿大阪銀行、みなと銀行、
関西アーバン銀行、三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友銀行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ません。

（３）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等
みなと銀行の親会社である三井住友銀行が、りそなホールディングスとの間で、その保有する全てのみな
と銀行の普通株式 18,483,435 株（所有割合（※）44.84％）を、みなと銀行株式公開買付けに応募する旨の
合意をし、また、三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友銀行が本統合契約の当事者となっているこ
とに鑑み、みなと銀行は、みなと銀行株式公開買付けのほか、本株式交換を含む本経営統合の公正性を担保
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するための措置及び利益相反を回避するための措置として、以下の措置を講じております。

（※） 所有割合とは、みなと銀行が平成 29 年 11 月 21 日に提出した第 19 期第２四半期報告書に記載された
平成 29 年９月 30 日現在のみなと銀行の普通株式の発行済株式総数 41,095,197 株に、みなと銀行が
平成 29 年６月 29 日に提出した第 18 期有価証券報告書に記載された平成 29 年５月 31 日現在の新株
予約権(1,467 個)及び平成 29 年７月 21 日付で発行した新株予約権(319 個)の目的となる各みなと銀
行の普通株式数の合計(178,600 株)を加算し、みなと銀行が平成 29 年 11 月 14 日に公表した「平成
30 年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された平成 29 年９月 30 日
現在みなと銀行が所有するみなと銀行の普通株式に係る自己株式数(57,415 株)を控除した株式数
(41,216,382 株)に対する割合(小数点以下第三位四捨五入)をいいます。以下、株式の所有割合につい
て同じとします。

①

独立した第三者算定機関からの株式交換比率算定書及び意見書の取得
みなと銀行は、本株式交換比率の公正性を担保するため、前記「（２）株式交換に係る割当ての内容の
根拠等

①

株式交換に係る割当てその他の本経営統合に関する経済条件の内容の根拠及び理由」に記載

のとおり、EYTAS を独立した第三者算定機関として起用し、本株式交換に用いる株式交換比率の合意の基
礎とすべく株式交換比率算定書を取得しております。みなと銀行は、EYTAS の分析及び意見を参考として
他の当事者と交渉・協議を行い、前記「（１）株式交換に係る割当ての内容」記載の合意した本株式交換
比率による本株式交換の実行を含め、本経営統合を行うことを平成 29 年９月 26 日に開催された取締役会
において決議致しました。

また、みなと銀行は EYTAS から平成 29 年９月 26 日付にて、同社の意見書に記載された要因及び前提条件
のもと、本株式交換比率は、りそなホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀
行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行以外のみなと銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である
旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しております。EYTAS の意見書の前提条件及び免責事項等
については後記「EYTAS による意見書に関する前提条件等」をご参照下さい。

②

独立した財務アドバイザーの起用
みなと銀行は、本経営統合の検討に関する助言その他本経営統合の実現に向けた支援を受けるため、株
式交換比率算定を依頼した前記①の独立した第三者算定機関である EYTAS を独立した財務アドバイザーと
して起用するほか、野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を独立した財務アドバイザーと
して起用しております。なお、みなと銀行は、野村證券からは株式交換比率算定書及びフェアネス・オピ
ニオンは取得しておりません。

③

独立した法律事務所からの助言
みなと銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、他の当事者から独立した
リーガル・アドバイザーである TMI 総合法律事務所から、みなと銀行の意思決定の方法、過程及びその他
本経営統合に係る手続に関する法的助言を受けております。
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④

みなと銀行における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議が
ない旨の意見
みなと銀行取締役会は、EYTAS より取得した株式交換比率算定書及びフェアネス・オピニオンの内容、
並びに TMI 総合法律事務所からの法的助言等を踏まえ、本経営統合に関する諸条件について慎重に検討を
行った結果、本経営統合はみなと銀行の中長期的な企業価値を向上させるものであると判断し、みなと銀
行は、平成 29 年９月 26 日開催の取締役会において、本統合契約を締結することを決議しました。上記取
締役会決議は、みなと銀行取締役全員（８名）が参加し、利害関係を有しない取締役全員（８名）の一致
により決議され、また、みなと銀行監査役全員（５名）が参加し、利害関係を有しない監査役全員（５
名）が上記決議に異議がない旨の意見を述べております。

⑤

他の買付者からの買付機会を確保するための措置
みなと銀行は、みなと銀行が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合
意等、当該対抗的買収提案者がみなと銀行との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切
行っておりません。このように、対抗的な買付けの機会が確保されることにより、本経営統合の公正性の
担保に配慮しております。

また、関西アーバン銀行は、関西アーバン銀行の親会社である三井住友銀行が、りそなホールディング
スとの間で、その保有する全ての関西アーバン銀行の普通株式 36,109,772 株(所有割合（※）49.11％)
を、関西アーバン銀行株式公開買付けに応募する旨の合意をし、また、三井住友フィナンシャルグループ
及び三井住友銀行が本統合契約の当事者となっていることに鑑み、関西アーバン銀行株式公開買付けのほ
か、本株式交換を含む本経営統合の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置とし
て、以下の措置を講じております。

(※)

所有割合とは、関西アーバン銀行が平成 29 年 11 月 14 日に提出した第 155 期第２四半期報告書に
記載された平成 29 年９月 30 日現在の関西アーバン銀行の普通株式の発行済株式総数(73,791,891
株)に、関西アーバン銀行が平成 29 年６月 29 日に提出した第 154 期有価証券報告書に記載された
平成 29 年５月 31 日現在の新株予約権(459 個)から平成 29 年６月 29 日に行使期間満了により消滅
した新株予約権(96 個)を控除した新株予約権(363 個)の目的となる関西アーバン銀行の普通株式数
(36,300 株)を加算し、関西アーバン銀行が平成 29 年 11 月 14 日に公表した「平成 30 年３月期第２
四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された平成 29 年９月 30 日現在関西アーバ
ン銀行が所有する関西アーバン銀行の普通株式に係る自己株式数(300,757 株)を控除した株式数
(73,527,434 株)に対する割合(小数点以下第三位四捨五入)をいいます。以下、株式の所有割合につ
いて同じとします。なお、関西アーバン銀行の自己株式については、上記 300,757 株のほか、株主
名簿上は関西アーバン銀行名義となっておりますが、実質的には所有していない株式が 100 株あり
ます。
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①

独立した第三者算定機関からの株式交換比率算定書等の取得
関西アーバン銀行は、本株式交換の公正性を担保するために、前記「（２）株式交換に係る割当ての内
容の根拠等

①

株式交換に係る割当てその他の本経営統合に関する経済条件の内容の根拠及び理由」に

記載のとおり、第三者算定機関として PwC を起用し、本株式交換に用いる株式交換比率の合意の基礎とす
べく株式交換比率算定書を取得しております。関西アーバン銀行は、第三者算定機関である PwC の分析及
び意見を参考として他の当事者と交渉・協議を行い、前記「（１）株式交換に係る割当ての内容」記載の
合意した株式交換比率により本株式交換を行うことを平成 29 年９月 26 日に開催された取締役会において
決議致しました。
また、関西アーバン銀行は PwC から平成 29 年９月 25 日付にて、本株式交換における株式交換比率は、
関西アーバン銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）
を取得しております。PwC のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については後記「PwC によ
るフェアネス・オピニオンに関する前提条件等」をご参照下さい。

②

独立した法律事務所からの助言及び答申書の取得
関西アーバン銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、他の当事者から独立
したリーガル・アドバイザーである北浜法律事務所・外国法共同事業から、関西アーバン銀行の意思決定
の方法、過程及びその他本株式交換に係る手続に関する法的助言を受けております。
また、関西アーバン銀行は、関西アーバン銀行株式公開買付け及び本株式交換を含む本経営統合につい
て、りそなホールディングスとの利益相反を回避するとともに、意思決定の恣意性を排除し、関西アーバ
ン銀行の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保すること、並びに、関西アーバン銀行の少数株
主にとって不利益な条件の下で行われることを防止することを目的として、北浜法律事務所・外国法共同
事業の児玉実史弁護士及び渡辺徹弁護士並びに弁護士法人北浜法律事務所東京事務所の谷口明史弁護士に
対し、(ⅰ)関西アーバン銀行株式公開買付け及び本株式交換を含む本経営統合の目的に合理性が認められ
るか否か（関西アーバン銀行の企業価値を向上させるか否かを含む。）、(ⅱ)関西アーバン銀行株式公開
買付けにおける公開買付価格及び本株式交換における関西アーバン銀行の普通株式に係る交換比率を含む
本経営統合の条件は妥当であるといえるか否か、(ⅲ)関西アーバン銀行株式公開買付け及び本株式交換を
含む本経営統合の手続は公正であるといえるか否か、及び(ⅳ)上記(ⅰ)ないし(ⅲ)の観点から、関西アー
バン銀行株式公開買付け及び本株式交換を含む本経営統合が関西アーバン銀行の少数株主にとって不利益
なものではないか（以下「本諮問事項」といいます。）について諮問致しました。
当該弁護士らは、本諮問事項について検討するにあたり、関西アーバン銀行の担当者より、本経営統合
の目的、本経営統合に至る背景、本経営統合の条件及びその決定プロセス等についての資料の開示及び説
明を受け、また、PwC より、公開買付価格及び交換比率に関する PwC から関西アーバン銀行へのアドバイ
スの内容、PwC の株式価値算定書、株式交換比率算定書及びフェアネス・オピニオンの内容等について説
明を受け、関西アーバン銀行の担当者及び PwC と質疑応答を行っております。当該弁護士らは、上記の経
緯の下、これらの各調査、質疑応答及び検討の結果を踏まえ、本諮問事項について慎重に協議及び検討を
行った結果、平成 29 年９月 26 日付で、関西アーバン銀行の取締役会に対し、次の内容の答申書を提出し
ております。
(ⅰ)

関西アーバン銀行株式公開買付け及び本株式交換を含む本経営統合は、関西アーバン銀行の企業価
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値の向上に資するものであり、本経営統合の目的は合理的である。
(ⅱ)

関西アーバン銀行株式公開買付けに係る公開買付価格及び交換比率を含む本経営統合の条件は、妥
当であると思料される。

(ⅲ)

関西アーバン銀行株式公開買付け及び本株式交換を含む本経営統合の決定に至る手続は公正であ
り、関西アーバン銀行の株主の利益に対する配慮がなされている。

(ⅳ)

上記(ⅰ)ないし(ⅲ)に係る判断を踏まえれば、関西アーバン銀行株式公開買付け及び本株式交換を
含む本経営統合が関西アーバン銀行の少数株主にとって特段不利益なものであるとは認められない
と思料する。

③

関西アーバン銀行における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見
関西アーバン銀行は、PwC から取得した株式価値算定書、株式交換比率算定書及びフェアネス・オピニ
オンの内容及び北浜法律事務所・外国法共同事業から受けた法的助言を踏まえ、本経営統合について、慎
重に協議及び検討を行いました。その結果、関西アーバン銀行は、本経営統合は関西アーバン銀行の中長
期的な企業価値を向上させるものであると判断し、平成 29 年９月 26 日に開催の取締役会において、本統
合契約を締結することを決議しました。なお、上記取締役会決議は、関西アーバン銀行取締役全員（10
名）が全て利害関係を有しておらず、その取締役全員が参加し、取締役全員の一致により決議されており
ます。また、当該取締役会には、関西アーバン銀行の監査役全員（５名）が利害関係を有しておらず、監
査役全員が参加し、上記決議に異議がない旨の意見を述べております。

④

他の買付者からの買付機会を確保するための措置
関西アーバン銀行は、関西アーバン銀行が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護
条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が関西アーバン銀行との間で接触等を行うことを制限するよう
な内容の合意は一切行っておりません。このように、対抗的な買付けの機会が確保されることにより、本
経営統合の公正性の担保に配慮しております。

メリルリンチ日本証券による本株式価値等算定書における分析及び意見書の前提条件・免責事項等について
上記のメリルリンチ日本証券の本株式価値等算定書及び意見書(以下、「本意見書」)は、りそなホールディン
グスの取締役会がその立場において本総対価を財務的見地から検討することに関連し、かつ、かかる検討を目的
としてりそなホールディングスの取締役会に対してその便宜のために提出されたものです。当該意見は、本経営
統合における本総対価に係るりそなホールディングスにとっての財務的見地からの公正性に限定され、本経営統
合に関連して関係当事者のいかなる種類の証券の保有者、債権者その他の利害関係者が受領する対価について、
何ら意見又は見解を表明するものではありません。メリルリンチ日本証券は、本経営統合の形態、ストラク
チャー、本公開買付け若しくは本優先株式のそれぞれについて支払われる対価、本株式交換における株式交換比
率又は本経営統合のいずれかの段階において支払われるその他の対価等を含め本経営統合の条件その他の側面(本
意見書に明記される範囲における本総対価を除く。)について、何ら意見又は見解を表明するものではありませ
ん。また、本経営統合の当事者の役員、取締役又は従業員に対するいかなる報酬の金額、性質その他の側面に関
する、本総対価との比較における公正性(財務的か否かを問わない。)について、何らの意見又は見解も表明する
ものではありません。加えて、りそなホールディングスにとり採用可能であるか、又はりそなホールディングス
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が実行する可能性のある他の戦略又は取引と比較した場合における本経営統合の相対的な利点について、また、
本経営統合を推進若しくは実施するりそなホールディングスの業務上の意思決定について、何らの意見又は見解
も表明するものではありません。また、メリルリンチ日本証券は、発行時における当社の普通株式の実際の価値
について、また、本経営統合が公表又は開始された後を含むいずれかの時点における関西アーバン銀行、みなと
銀行、りそなホールディングス又は当社の普通株式の取引価格についても、何ら意見を述べるものではありませ
ん。更に、メリルリンチ日本証券は、本経営統合、本公開買付け、本株式交換又はそれらに関連する事項につい
て、株主がどのように議決権を行使し又は行動すべきかについて何ら意見を述べ又は推奨するものでもありませ
ん。
メリルリンチ日本証券は、本株式価値等算定書における分析(以下、「本分析」)を行い、また、本意見書を作
成するに際して、公開されている又はメリルリンチ日本証券に対して提供され若しくはメリルリンチ日本証券が
別途検討し若しくは協議した財務その他の情報及びデータについて、独自の検証を行うことなく、それらが正確
かつ完全であることを前提とし、かつその正確性及び完全性に依拠しており、また当該情報又はデータがいかな
る重要な点においても不正確となる又は誤解を招くおそれのあるものとなるような事実又は状況を認識していな
いというりそなホールディングス及び統合グループの経営陣の表明に依拠しております。メリルリンチ日本証券
は、関西アーバン銀行及びみなと銀行の各経営陣が作成した関西アーバン銀行及びみなと銀行についての財務予
測(それぞれを、以下、「対象会社予測」)について、それが関西アーバン銀行及びみなと銀行の将来の業績に関
する関西アーバン銀行及びみなと銀行の各経営陣による現時点で入手可能な最善の予測と誠実な判断を反映し、
合理的に作成されたものである旨の表明を関西アーバン銀行及びみなと銀行より受けており、そのことを前提と
しております。メリルリンチ日本証券は、りそなホールディングスの指示に従い、りそなホールディングス及び
近畿大阪銀行の各経営陣により修正が加えられた対象会社予測(以下、「修正対象会社予測」)、りそなホール
ディングス及び近畿大阪銀行の各経営陣が行った近畿大阪銀行についての財務予測並びに本経営統合の実行に伴
い生じるシナジー効果の額及び時期に関する予想について、これらが統合グループの将来の業績並びにその他の
事項に関するりそなホールディングス及び近畿大阪銀行の各経営陣による現時点で入手可能な最善の予測と誠実
な判断を反映し、合理的に作成されたものであることを前提とし、また、対象会社予測及び修正対象会社予測に
反映された将来の業績の相対的な実現可能性に関するりそなホールディングス及び近畿大阪銀行の各経営陣の評
価に基づき、りそなホールディングスの指示に従い、本分析の実施及び本意見書の作成にあたり修正対象会社予
測に依拠しております。メリルリンチ日本証券は、りそなホールディングスの指示に従い、本経営統合の実行に
伴い生じるシナジー効果の実現可能性に関するりそなホールディングス及び近畿大阪銀行の各経営陣の評価に依
拠しており、また、それらが予想された額及び時期において実現するであろう旨の表明をりそなホールディング
ス及び近畿大阪銀行より受けており、またそのことを前提としています。本分析及び本意見書は、必然的に、本
分析及び本意見書の日付現在の金融、経済、為替、市場その他の条件及び情勢を前提としており、かつ、同日現
在においてメリルリンチ日本証券が入手可能な情報に基づいています。本分析及び本意見書の日付以降に発生す
る事象が本分析及び本意見書の内容に影響を与える可能性がありますが、メリルリンチ日本証券は、本分析及び
本意見書を更新、改訂又は再確認する義務を負うものでないことが了承されています。
メリルリンチ日本証券は、本分析を行い、また、本意見書を作成するに際して、りそなホールディングスの指
示に従い、本経営統合によりりそなホールディングスが当社の普通株式の発行済株式総数の 51％程度を取得する
ことを前提としています。
上述のとおり、上記のメリルリンチ日本証券による分析の記載は、同社が本意見書に関連してりそなホール
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ディングスの取締役会に提示した主要な財務分析の概要であり、本意見書に関連してメリルリンチ日本証券が
行った全ての分析を網羅するものではありません。そのような財務に関わる意見書の作成及びその基礎となる分
析は、各財務分析手法の適切性及び関連性並びに各手法の特定の状況への適用に関する様々な判断を伴う複雑な
分析過程であり、従って、その一部の分析結果又は要約を記載することは必ずしも適切ではありません。メリル
リンチ日本証券による分析は全体として考慮される必要があります。更に、あらゆる分析及び考慮された要因又
は分析に関する説明のための記載全てを考慮することなく一部の分析や要因のみを抽出したり表形式で記載され
た情報のみに着目することは、メリルリンチ日本証券による分析及び意見の基礎をなす過程についての誤解又は
不完全な理解をもたらすおそれがあります。ある特定の分析が上記概要において言及されていることは、当該分
析が同概要に記載の他の分析よりも重視されたことを意味するものではありません。
メリルリンチ日本証券は、分析を行うにあたり、業界の業績、一般的な事業・経済の情勢及びその他の事項を
考慮しておりますが、その多くはりそなホールディングス、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行及び
当社により制御できないものです。メリルリンチ日本証券による分析の基礎をなすりそなホールディングス、近
畿大阪銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行及び当社の将来の業績に関する予測は、必ずしも実際の価値や将来
の結果を示すものではなく、実際の価値や将来の結果は、当該予測又はメリルリンチ日本証券の分析が示唆する
見通しと比較して大幅に良好なものとなる又は悪化したものとなる可能性があります。メリルリンチ日本証券の
分析は、本総対価の財務的見地からの公正性についての分析の一環としてなされたものであり、本意見書の提出
に関連してりそなホールディングスの取締役会に対して提供されたものです。メリルリンチ日本証券の分析は、
鑑定を意図したものではなく、企業が実際に売却される場合の価格又は何らかの証券が取引された若しくは将来
取引される可能性のある価格を示すものでもありません。従って、上記の分析に使用された予測及び同分析から
導かれる評価レンジには重大な不確実性が本質的に伴うものであり、それらがりそなホールディングス、近畿大
阪銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行及び当社の実際の価値に関するメリルリンチ日本証券の見解を示すもの
と解釈されるべきではありません。本経営統合は、ファイナンシャル・アドバイザーではなく、りそなホール
ディングス、近畿大阪銀行、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、関西アーバン銀行及びみなと銀
行の交渉により決定されたものであり、りそなホールディングスの取締役会により承認されたものです。本経営
統合を実施することの決定は、もっぱらりそなホールディングスの取締役会によってなされたものであり、メリ
ルリンチ日本証券の意見及び本株式価値等算定書は、上述のとおり、りそなホールディングスの取締役会が本経
営統合を検討するに際して考慮された多くの要因の一つにすぎず、りそなホールディングスの取締役会又は経営
陣の本経営統合又はその条件についての見解を決定付ける要因と解釈されてはなりません。
メリルリンチ日本証券は、統合グループの資産又は負債(偶発的なものか否かを問わない。)について独自の鑑
定又は評価を行っておらず、またかかる鑑定又は評価を提供されておりません。また、メリルリンチ日本証券
は、統合グループの財産又は資産の実地の見分も行っておりません。メリルリンチ日本証券は、破産、支払不能
又はこれらに類似する事項に関するいかなる地域、国その他の法令の下でも、統合グループの支払能力又は公正
価値について評価を行っておりません。メリルリンチ日本証券は、りそなホールディングスの指示に従い、本経
営統合が本統合契約及び本株式交換契約(以下、総称して「本最終諸契約」)の重要な条件又は合意事項を放棄、
修正又は改訂することなく当該契約の条件に従い完了されること、及び本経営統合に必要な政府、当局その他の
認可、承認、免除及び免責を得る過程において、りそなホールディングス、統合グループ、三井住友フィナン
シャルグループ及び三井住友銀行又は本経営統合が予定している利益に悪影響を及ぼすような、遅延、制限、制
約又は条件が課されること(排除措置又は変更措置が課されることを含む。)がないことを前提としております。

89

更に、メリルリンチ日本証券は、りそなホールディングスの指示に従い、本最終諸契約及び関係書類の最終締結
版が、メリルリンチ日本証券が検討した本最終諸契約の草案と、いかなる重要な点においても相違しないことを
前提としております。
メリルリンチ日本証券は、本経営統合に関してりそなホールディングス及び近畿大阪銀行の財務アドバイザー
を務め、かかるサービスに対し手数料(その相当部分が本最終諸契約の締結を条件とし、また、その相当部分が本
経営統合の完了を条件とします。)を受領致します。また、りそなホールディングス及び近畿大阪銀行は、メリル
リンチ日本証券の実費を負担すること、及びメリルリンチ日本証券の関与から発生する一定の責任についてメリ
ルリンチ日本証券に補償することを合意しています。
メリルリンチ日本証券及びメリルリンチ日本証券の関係会社は、フルサービスの証券会社かつ商業銀行であ
り、幅広い企業、政府機関及び個人に対して、投資銀行業務、コーポレート及びプライベート・バンキング業
務、資産及び投資運用、資金調達及び財務アドバイザリー・サービス並びにその他商業サービス及び商品の提供
を行うとともに、証券、商品及びデリバティブ取引、外国為替その他仲介業務、及び自己勘定投資に従事してい
ます。メリルリンチ日本証券及びメリルリンチ日本証券の関係会社は、その通常の業務の過程において、りそな
ホールディングス、統合グループ、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行及びそれぞれの関係会社の
株式、債券等の証券又はその他の金融商品(デリバティブ、銀行融資又はその他の債務を含む。)について、自己
又は顧客の勘定において投資し、それらに投資するファンドを運用し、それらのロング・ポジション若しくは
ショート・ポジションを取得若しくは保有し、かかるポジションにつき資金を提供し、売買し、又はその他の方
法で取引を実行することがあります。
メリルリンチ日本証券及びメリルリンチ日本証券の関係会社は、りそなホールディングス及び/又は近畿大阪銀
行に対して、投資銀行サービス、商業銀行サービスその他の金融サービスを過去において提供しており、また現
在もそのようなサービスを提供し又は将来においても提供する可能性があり、かかるサービスの提供に対して手
数料を受領しており、また将来においても手数料を受領する可能性があります。
更に、メリルリンチ日本証券及びメリルリンチ日本証券の関係会社は、過去において三井住友フィナンシャル
グループ、三井住友銀行、関西アーバン銀行及び/又はみなと銀行に対して投資銀行サービス、商業銀行サービス
その他の金融サービス(三井住友銀行が American Railcar Leasing LLC の持分を Icahn Enterprises L.P.から取
得した際に三井住友銀行の財務アドバイザーを務めた件を含む。)を提供しており、また現在もそのようなサービ
スを提供し又は将来においても提供する可能性があり、かかるサービスの提供に対して手数料を受領しており、
また将来においても手数料を受領する可能性があります。
メリルリンチ日本証券は、法律、会計又は税務に関連するアドバイスは一切行っておりません。

EYTAS による意見書に関する前提条件等
EYTAS は、みなと銀行公開買付けにおける買付け等の価格(以下、「みなと銀行公開買付価格」)及び、当社と
みなと銀行との間の株式交換(以下、「みなと銀行株式交換」)に係る株式交換比率(以下、「みなと銀行株式交換
比率」)がりそなホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、関西アーバン銀行及び近
畿大阪銀行以外のみなと銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(以下、「本意見書」)を
提出するに際して、みなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行から提供された資料及び情報、また EYTAS
が独自で入手した情報が正確かつ完全であるということを前提としています。EYTAS は本意見書上で使用した資
料及び情報の正確性や完全性について検証を行っておらず、その正確性や完全性について EYTAS が保証するもの
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ではありません。
本意見書は、EYTAS がみなと銀行からの依頼に基づいてみなと銀行がみなと銀行公開買付価格及び、みなと銀
行株式交換比率を検討するための参考情報をみなと銀行の取締役会に提供することを唯一の目的(以下、「本意見
書目的」)としています。
EYTAS は、みなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行並びにそれらの関係会社(財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則第８条第８項に定義される「関係会社」をいいます。以下、同じとします。)のいかな
る資産及び負債についての評価又は査定を行っておらず、また、倒産若しくは支払停止又は適用ある法令の下で
それらに類似するものに関するみなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行とそれらの関係会社の信用力に
ついての評価も行っておりません。
EYTAS に対して、本意見書に記載された意見に影響を与える可能性のあるみなと銀行、関西アーバン銀行及び
近畿大阪銀行並びにこれらの関係会社の現在及び将来にわたる未開示の情報が無いことを前提としています。
EYTAS は、本意見を述べるにあたり、EYTAS に提供されたみなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行の事業
計画、財務予測その他将来に関する情報が、みなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行それぞれの経営陣
の現時点における最善の予測と判断に基づき、合理的に作成されたことを前提としています。また、EYTAS は、
当該事業計画の各種前提条件が正確かつ実現可能であることを前提としており、これらの正確性及び実現可能性
について、独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。
EYTAS は、みなと銀行公開買付け及びみなと銀行株式交換に係る本統合契約が全当事者との間で適切かつ有効
に締結されること、みなと銀行公開買付け及びみなと銀行株式交換が本統合契約の重要な条件又は合意事項の放
棄、修正又は変更なく、記載された条件に従って適法かつ有効に実行され、みなと銀行公開買付け及びみなと銀
行株式交換の実行に必要な全ての政府、規制当局その他の者の同意又は許認可が、みなと銀行公開買付け及びみ
なと銀行株式交換により期待される利益を損なうことなく取得され、実施されることを前提としています。
EYTAS は、みなと銀行公開買付け及びみなと銀行株式交換を行うに際してのみなと銀行の経営上の意思決定や
みなと銀行がとり得る他の戦略的手段と比較した場合における本件の利点について意見を述べるものではありま
せん。
EYTAS は、みなと銀行公開買付け及びみなと銀行株式交換に関するいかなる事項の適法性及び有効性並びに会
計及び税務上の処理の妥当性について独自に分析及び検討を行っておらず、それらの義務を負うものでもありま
せん。
みなと銀行は、EYTAS の書面による事前承諾なく、その全部又は一部を、配布、コピー、回覧、閲覧、参照引
用、転載あるいは口外することはできません。EYTAS の書面による事前承諾を得てなされる本意見書の第三者に
対する本件開示の場合においても、みなと銀行が責任を負うものとし、EYTAS は責任を負うものではありませ
ん。
EYTAS は、みなと銀行以外の第三者に対して本意見書の記載内容又はみなと銀行公開買付け及びみなと銀行株
式交換に関連して、一切の責任を負うものではなく、かつ、本意見書が本意見書作成目的以外の目的で使用され
ることに起因又は関連する一切の責任を負うものではありません。
EYTAS は、本意見書において、みなと銀行公開買付価格及びみなと銀行株式交換比率がりそなホールディング
ス、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行以外のみなと銀行の
普通株主にとって財務的見地から妥当であるか否かについてのみ意見を述べるものであり、EYTAS は、みなと銀
行の普通株主以外の第三者にとって妥当であるか否か又はその他の事項についての意見を求められておらず、か
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つ、意見を述べておりません。
EYTAS は、本意見書において、みなと銀行公開買付け及びみなと銀行株式交換に関する意思決定について意見
を述べるものではありません。
EYTAS は、本意見書において、本意見書の日付以降に取引されるみなと銀行、関西アーバン銀行、近畿大阪銀
行及び当社の普通株式の株価水準について、いかなる意見を述べるものでもありません。
EYTAS は、みなと銀行公開買付け及びみなと銀行株式交換に関連してみなと銀行の株主が議決権をどのように
行使すべきかについて、意見を述べるものではありません。
EYTAS は、みなと銀行公開買付価格及びみなと銀行株式交換比率に関して、みなと銀行公開買付け及びみなと
銀行株式交換のいかなる当事者の役員、取締役若しくは従業員、又はいかなる役職につく関係者について、本件
に関連する報酬の金額又は性質に関して意見を述べるものではなく、又は当該報酬の妥当性に関して意見を述べ
るものではありません。
本意見書に記載された EYTAS の意見は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成され
た財務情報に依拠しており、当該財務情報が国際財務報告基準に従って作成された場合に生じ得る差異は一切考
慮に入れておりません。
また、本意見書に記載された EYTAS の意見は、本意見書の日付現在における経済、金融、市場、その他の状
況、及び本意見書の日付までに EYTAS が入手した情報を前提としております。

PwC によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等
PwC は、合意された関西アーバン銀行と当社の株式交換比率(以下、「本株式交換比率」)について、関西アー
バン銀行の普通株主にとり財務的見地から妥当であるか否かの意見の表明(以下、「本意見表明」)にあたり、関
西アーバン銀行、近畿大阪銀行及びみなと銀行より入手した資料(関西アーバン銀行、近畿大阪銀行及びみなと銀
行以外の第三者によって作成された資料を含む)及び公開されている情報その他一切の情報を正確かつ完全なもの
として採用しており、その正確性及び完全性につき独自の検証は行っておらず、またその義務を負うものではあ
りません。また、本意見表明に影響を与える可能性のある未開示の事実が無いことを前提としております。PwC
は、関西アーバン銀行、当社/近畿大阪銀行及びみなと銀行に関する財務予測については、関西アーバン銀行、当
社/近畿大阪銀行及びみなと銀行の将来の財務状況に関する現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、関西
アーバン銀行、近畿大阪銀行又はみなと銀行によって合理的に作成されたものであることを前提としておりま
す。PwC はこれらの財務予測が実現可能であること及び実際の結果が財務予測に近似することについて、何らの
保証をするものではありません。
PwC は、関西アーバン銀行、近畿大阪銀行及びみなと銀行の資産及び負債(簿外資産及び負債、その他の偶発債
務を含む)に関して独自の評価・鑑定・査定(貸出債権に関する資料の査定、財産又は設備の実地検分等を含む)を
行っておらず、第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。また、かかる評価、鑑定又は査
定については関西アーバン銀行、近畿大阪銀行及びみなと銀行より一切提供を受けておりません。本意見表明
は、関西アーバン銀行、当社/近畿大阪銀行及びみなと銀行の財務状況、財務予測、本意見表明に際して使用した
財務情報、その他数値・非数値情報等について、何らの保証又は意見表明を行うものではありません。PwC は、
関西アーバン銀行、当社/近畿大阪銀行及びみなと銀行の財務情報、支払能力もしくは資金繰りに関する事項につ
いて、いかなる意味においても、その信頼性の保証をするものではありません。また、PwC は、本意見表明にお
いて、本株式交換比率の決定の基礎となる各前提事実もしくは仮定、又は本件取引に関する関西アーバン銀行の
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経営判断の妥当性に関して意見を表明するものではありません。PwC は、本株式交換以外の取引又は本株式交換
と他の取引との優劣に関して意見を表明することを依頼されておらず、また検討も行っておりません。
本意見表明は、本株式交換比率が関西アーバン銀行の普通株主にとり財務的見地から妥当であるか否かのみを
述べるものであり、PwC は本件取引の支持、あるいは推奨を行うものではありません。また、PwC は、関西アーバ
ン銀行の普通株主以外の第三者にとって公正であるか否か又はその他の事項についての意見を求められておら
ず、かつ、意見を表明するものではありません。PwC は、本件取引の発表後又は完了後に取引される関西アーバ
ン銀行、近畿大阪銀行、当社あるいはみなと銀行の株式の価格について一切意見を表明するものではありませ
ん。本意見表明は、全当事者により、統合契約書(案)に記載されている条件又は合意事項の放棄、修正及び変更
なく、条件又は合意事項に従って適法かつ有効に本件取引が実行されることを前提としております。本意見表明
は、本件取引の実行に、政府、監督官庁その他による同意あるいは許認可が必要な場合、そのような同意あるい
は許認可が、本件取引が予定している利益に負の影響を与えることなく得られるものであることを前提としてお
ります。また、本株式交換により、株式交換の当事会社及びその株主に税務上の負の影響がないことを前提とし
ております。PwC は、法務、会計、税務、規制、企業年金に関する問題については、関西アーバン銀行及びそれ
らの専門家による判断に依拠しております。本意見表明は、本意見の日付現在における金融、経済、市場、その
他の状況を前提としており、本意見の日付現在で PwC が入手している情報に依拠しております。従いまして、本
意見表明は、本意見の日付現在においてのみ有効となります。今後の状況の変化により本意見表明の内容が影響
を受けることがありますが、PwC は、本意見表明の日付以降においては、本意見を修正、変更ないし補足する義
務を負うものではありません。
PwC は、本件取引に関して、関西アーバン銀行の財務アドバイザーを務めており、そのサービスの対価として
関西アーバン銀行から手数料を受領する予定です。また、本意見表明の提出にあたっては PwC と関西アーバン銀
行との契約に規定する免責・補償条項が適用されます。PwC は、本株式交換比率に関して、本件取引に関わるい
かなる役員、取締役又は従業員、又はこれらと同様の者が受け取る予定のいかなる報酬の額や性質が公正である
か否かについて、意見を述べるものではありません。
上記の前提に基づき、また、上記を条件として、PwC は、本意見表明の日付現在において、本件取引における
本株式交換比率は、関西アーバン銀行の普通株主にとり財務的見地から妥当なものであると判断しております。
本意見表明に際して PwC が関西アーバン銀行に対して提出する報告資料他は、関西アーバン銀行取締役会が本件
取引における本株式交換比率を社内で検討するためにのみ使用され、本件取引以外の目的のための使用及び第三
者への開示はできません。PwC は、上記報告資料他が本件取引以外の目的で使用されることに起因又は関連して
生じるいかなる損害及び損失に関し、一切の責任を負うものではありません。

５【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行（交付）される有価証券との相違】
みなと銀行及び関西アーバン銀行の普通株式
会計帳簿の閲覧等請求権
みなと銀行及び関西アーバン銀行の株主は、銀行法上、みなと銀行及び関西アーバン銀行の会計帳簿及び
記録を閲覧等する権利を有しませんが、当社の株主は、会社法に定められた一定の株式保有要件を満たす限
り、当社の会計帳簿及び記録を閲覧等する権利を有します。
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関西アーバン銀行の本優先株式
関西アーバン銀行の本優先株式と前記「第一部

証券情報」に記載される有価証券（当社普通株式）との

間には、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権の存否等の点で重要な相違事項があります。具体的には、
剰余金の配当については、本優先株式については、一定の優先株式配当が行われるのに対して、当社普通株
式については、剰余金の配当に関する優先の規定は存在しません。残余財産の分配については、本優先株式
については、残余財産の分配に関して、一定の優先的な分配が行われるのに対して、当社普通株式について
は、残余財産の分配に関して、残余財産の分配に関する優先の規定は存在しません（但し、本優先株式に関
しては、残余財産の分配に関して、一定の優先分配の範囲を超えて残余財産の分配はしない旨の定めがある
のに対して、当社普通株式にはそのような制限は存在しません。）。議決権の存否については、本優先株式
については、法令に定める場合を除いて株主総会における議決権を有しないのに対して、当社普通株式につ
いては、株主総会における議決権があります。

６【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】
（１）組織再編成対象会社の普通株式及び本優先株式に関する取扱い
①

買取請求権の行使の方法について
みなと銀行の株主
みなと銀行の株主が、その有するみなと銀行の普通株式につき、みなと銀行に対して会社法第 785 条に
定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成 29 年 12 月 26 日開催の臨時株主総会に先立っ
て本株式交換に反対する旨をみなと銀行に対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本株式交換に反
対することを要します。また、株式買取請求権の行使は、本株式交換の効力発生日（平成 30 年４月１日）
の 20 日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要が
あります。

関西アーバン銀行の普通株主
関西アーバン銀行の普通株主が、その有する関西アーバン銀行の普通株式につき、関西アーバン銀行に
対して会社法第 785 条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成 29 年 12 月 26 日開催
の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会に先立って本株式交換に反対する旨を関西アーバン銀行
に対し通知し、かつ、上記臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において本株式交換に反対する
ことを要します。また、株式買取請求権の行使は、本株式交換の効力発生日（平成 30 年４月１日）の 20
日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があり
ます。

関西アーバン銀行の本優先株主
本優先株主が、その有する本優先株式につき、関西アーバン銀行に対して会社法第 785 条に定める反対
株主の株式買取請求権を行使するためには、平成 29 年 12 月 26 日開催の本優先株主による種類株主総会に
先立って本株式交換に反対する旨を関西アーバン銀行に対し通知し、かつ、上記本優先株主による種類株
主総会において本株式交換に反対することを要します。また、株式買取請求権の行使は、本株式交換の効
力発生日（平成 30 年４月１日）の 20 日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株
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式の数を明らかにして行う必要があります。

②

議決権の行使の方法について
みなと銀行の臨時株主総会
みなと銀行の株主による議決権の行使の方法としては、平成 29 年 12 月 26 日開催の臨時株主総会に出席
して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、みなと銀行の議決権を有する他の株主１名を代理
人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作
成された、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、みなと銀行に提出する必要がありま
す。）。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
郵送による議決権の行使は、上記臨時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛
否を表示し、みなと銀行に平成 29 年 12 月 25 日午後５時までに到達するように返送することが必要となり
ます。
インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト http://www.web54.net にアクセスし、上記議
決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードを利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成
29 年 12 月 25 日午後５時までに、各議案に対する賛否を登録することが必要となります。
なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、インターネットによ
る議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合は、最後の
議決権行使が有効なものとされます。

関西アーバン銀行の臨時株主総会
関西アーバン銀行の株主による議決権の行使の方法としては、平成 29 年 12 月 26 日開催の臨時株主総会
に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、関西アーバン銀行の議決権を有する他の株
主１名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主
総会ごとに作成された、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、関西アーバン銀行に提出す
る必要があります。）。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
郵送による議決権の行使は、上記臨時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛
否を表示し、関西アーバン銀行に平成 29 年 12 月 25 日午後５時までに到達するように返送することが必要
となります。
インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト http://www.web54.net にアクセスし、上記議
決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードを利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成
29 年 12 月 25 日午後５時までに、各議案に対する賛否を登録することが必要となります。機関投資家につ
いては、上記に加え、株式会社 ICJ が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」を利用することも可
能です。
なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずイ
ンターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使し
た場合は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第 313 条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使
することができます。但し、当該株主は、平成 29 年 12 月 23 日までに、関西アーバン銀行に対してその有

95

する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を書面により通知する必要があります。また、関西
アーバン銀行は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を
統一しないで行使することを拒むことがあります。

関西アーバン銀行の普通株主による種類株主総会
関西アーバン銀行の普通株主による議決権の行使の方法としては、平成 29 年 12 月 26 日開催の普通株主
による種類株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、普通株主は、関西アーバン銀行
の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該
普通株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該普通株主による種類株主総会に関する代理権を
証明する書面を、関西アーバン銀行に提出する必要があります。）。また、郵送又はインターネットに
よって議決権を行使する方法もあります。
郵送による議決権の行使は、上記普通株主による種類株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権
行使書用紙に賛否を表示し、関西アーバン銀行に平成 29 年 12 月 25 日午後５時までに到達するように返送
することが必要となります。
インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト http://www.web54.net にアクセスし、上記議
決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードを利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成
29 年 12 月 25 日午後５時までに、各議案に対する賛否を登録することが必要となります。機関投資家につ
いては、上記に加え、株式会社 ICJ が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」を利用することも可
能です。
なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずイ
ンターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使し
た場合は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
普通株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第 313 条に基づき、その有する議決権を統一しないで
行使することができます。但し、当該普通株主は、平成 29 年 12 月 23 日までに、関西アーバン銀行に対し
てその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を書面により通知する必要があります。ま
た、関西アーバン銀行は、当該普通株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該普通株主がそ
の有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

本優先株主による種類株主総会
本優先株主による議決権の行使の方法としては、平成 29 年 12 月 26 日に本優先株主による種類株主総会
が開催される場合には、当該種類株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、本優先株
主は、関西アーバン銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することがで
きます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該本優先株主による種類株主
総会に関する代理権を証明する書面を、関西アーバン銀行に提出する必要があります。）。
なお、本優先株主による種類株主総会については、本優先株主が、議決権を行使することのできる種類
株主総会の目的である事項について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、会社法第
319 条第１項の規定に基づき、開催されることなく、決議があったものとみなされます。平成 29 年 12 月
26 日付で本優先株主から種類株主総会の目的である事項について書面又は電磁的記録により同意の意思表
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示を得られましたので、種類株主総会があったものとみなされました。

③

組織再編成によって発行される株式の受取方法について
本株式交換によって発行される株式は、基準時のみなと銀行の株主名簿に記載又は記録されたみなと銀
行の株主並びに基準時の関西アーバン銀行の株主名簿に記載又は記録された関西アーバン銀行の普通株主
及び本優先株主に割り当てられます。みなと銀行の株主及び関西アーバン銀行の普通株主は、自己のみな
と銀行又は関西アーバン銀行の普通株式が記録されている振替口座に、当社の普通株式が記録されること
により、当社の普通株式を受け取ることができます。また、本優先株主については、本優先株式が振替株
式ではないことから、（ⅰ）自ら証券会社等に予め開設した株式の記録を受けるための振替口座を関西
アーバン銀行からの通知に従い同社に通知した場合には当該振替口座に、（ⅱ）それ以外の場合には当社
が本優先株主のために開設する予定の特別口座に、当社の普通株式が記録されることにより、当社の普通
株式を受け取ることができます。

（２）組織再編成対象会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
①

新株予約権の買取請求権の行使の方法について
みなと銀行
本株式交換によって発行される新株予約権は、本株式交換契約における会社法第 768 条第１項第４号又
は第５号に掲げる事項についての定めが、みなと銀行の発行する新株予約権に係る会社法第 236 条第１項
第８号の条件（同号ニに関するものに限ります。）に合致するため、会社法第 787 条第１項の規定によ
り、新株予約権買取請求権が発生しません。
また、みなと銀行は、本報告書提出日現在において、新株予約権付社債を発行しておりません。

関西アーバン銀行
当社は、本株式交換に際して、関西アーバン銀行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当
該新株予約権に代わる当社の新株予約権を交付致しません。関西アーバン銀行は、本クロージング日の前
日までに、その発行する新株予約権を全て無償取得し、消却致します。
また、関西アーバン銀行は、本報告書提出日現在において、新株予約権付社債を発行しておりません。

②

組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について
みなと銀行
本株式交換によって発行される新株予約権は、基準時のみなと銀行の新株予約権者に割り当てられま
す。なお、当社は新株予約権証券を発行しませんので、特段の手続は不要です。

関西アーバン銀行
該当事項はありません。
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７【組織再編成に関する手続】
（１）組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方
法
本株式交換に関し、当社においては会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 193 条の各規定に基づ
き、①株式交換契約、②会社法第 768 条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関
する事項、③みなと銀行においては会社法第 768 条第１項第４号及び第５号に掲げる事項についての定めの
相当性に関する事項、④みなと銀行及び関西アーバン銀行の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載し
た書面、⑤みなと銀行又は関西アーバン銀行において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重
大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容、⑥当社の成立の日における貸借
対照表並びに⑦当社成立後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な
影響を与える事象の内容を記載した書面を、平成 29 年 12 月 22 日より当社本店に備え置いております。
①の書類は、平成 29 年 11 月 14 日開催の当社、みなと銀行及び関西アーバン銀行の取締役会において承認
された株式交換契約です。②の書類は、本株式交換に際して株式交換比率及びその株式交換比率の算定根拠
並びに上記株式交換契約において定める当社の増加する資本金及び準備金の額に関する事項が相当であるこ
とを説明した書類です。③の書類は、本株式交換契約における、みなと銀行の新株予約権者に対して交付す
る当社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法に関する定めが相当であることを説明した書類です。④
の書類は、みなと銀行及び関西アーバン銀行の平成 29 年３月期の計算書類等に関する書類です。⑤の書類
は、みなと銀行又は関西アーバン銀行において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債
務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を説明したものです。⑥の書類は、当社
の成立の日における貸借対照表であり、⑦の書類は当社成立後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負
担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を説明したものです。
これらの書類は、当社本店において、営業時間内に閲覧することができます。なお、本株式交換の効力が
生ずる日までの間に、上記の①から⑦に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面
を追加で備え置きます。
次に、みなと銀行及び関西アーバン銀行においては、会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 184 条
の各規定に基づき、①株式交換契約、②交換対価の相当性に関する事項、③交換対価について参考となるべ
き事項、④みなと銀行においては株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項、⑤当社の成立の
日における貸借対照表、⑥当社の成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財
産の状況に重要な影響を与える事象の内容、及び⑦みなと銀行又は関西アーバン銀行において最終事業年度
の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象
の内容を記載した書面を、平成 29 年 12 月 11 日より、みなと銀行及び関西アーバン銀行の本店に備え置いて
おります。
①の書類は、平成 29 年 11 月 14 日開催の当社、みなと銀行及び関西アーバン銀行の取締役会において承認
された株式交換契約です。②の書類は、本株式交換に際して株式交換比率及びその株式交換比率の算定根拠
並びに上記株式交換契約において定める当社の増加する資本金及び準備金の額に関する事項が相当であるこ
とを説明した書類です。③の書類は、当社の定款の定め、及び当社株式の換価の方法を説明するための書
類、④の書類は、本株式交換契約における、みなと銀行の新株予約権者に対して交付する当社の新株予約権
の内容及び数又はその算定方法に関する定めが相当であることを説明した書類です。⑤の書類は、当社の成
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立の日における貸借対照表です。⑥の書類は、当社の成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の
負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を説明したものであり、⑦の書類は、みなと
銀行又は関西アーバン銀行において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担そ
の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を説明したものです。
これらの書類は、みなと銀行及び関西アーバン銀行の本店において、営業時間内に閲覧することができま
す。なお、本株式交換の効力が生ずる日までの間に、上記の①から⑦に掲げる事項に変更が生じた場合に
は、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。

（２）株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程
本統合契約の締結に係るりそなホールディングス、三井住
友銀行、みなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行
平成 29 年９月 26 日

の取締役会決議及び三井住友フィナンシャルグループの執
行役の決定
本統合契約の締結
みなと銀行及び関西アーバン銀行の各臨時株主総会並びに

平成 29 年 10 月 16 日

関西アーバン銀行の普通株主及び本優先株主による種類株
主総会の基準日公告
みなと銀行及び関西アーバン銀行の各臨時株主総会並びに

平成 29 年 10 月 31 日

関西アーバン銀行の普通株主及び本優先株主による種類株
主総会の基準日

平成 29 年 11 月 14 日

当社の設立、本株式交換に係る本株式交換契約締結
当社、みなと銀行及び関西アーバン銀行の各臨時株主総

平成 29 年 12 月 26 日

会、関西アーバン銀行の普通株主及び本優先株主による各
種類株主総会

平成 30 年３月 28 日（予定）
平成 30 年３月 30 日（予定）

みなと銀行の普通株式及び関西アーバン銀行の普通株式の
上場廃止
みなと銀行及び関西アーバン銀行の議決権基準日削除に係
る定款変更の効力発生

平成 30 年４月１日（予定）

本株式交換の効力発生
当社普通株式のテクニカル上場

上記スケジュールは、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中で、関係当局等への届出、許認
可の取得その他の本経営統合に向けた諸準備の進捗、又はその他の理由により変更が生じる場合がありま
す。
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（３）組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使す
る方法
①

株式について
みなと銀行の株主
みなと銀行の株主が、その有するみなと銀行の普通株式につき、みなと銀行に対して会社法第 785 条に
定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成 29 年 12 月 26 日開催の臨時株主総会に先立っ
て本株式交換に反対する旨をみなと銀行に対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本株式交換に反
対することを要します。また、株式買取請求権の行使は、本株式交換の効力発生日（平成 30 年４月１日）
の 20 日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要が
あります。

関西アーバン銀行の普通株主
関西アーバン銀行の普通株主が、その有する関西アーバン銀行の普通株式につき、関西アーバン銀行に
対して会社法第 785 条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成 29 年 12 月 26 日開催
の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会に先立って本株式交換に反対する旨を関西アーバン銀行
に対し通知し、かつ、上記臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において本株式交換に反対する
ことを要します。また、株式買取請求権の行使は、本株式交換の効力発生日（平成 30 年４月１日）の 20
日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があり
ます。

関西アーバン銀行の本優先株主
本優先株主が、その有する本優先株式につき、関西アーバン銀行に対して会社法第 785 条に定める反対
株主の株式買取請求権を行使するためには、平成 29 年 12 月 26 日開催の本優先株主による種類株主総会に
先立って本株式交換に反対する旨を関西アーバン銀行に対し通知し、かつ、上記本優先株主による種類株
主総会において本株式交換に反対することを要します。また、株式買取請求権の行使は、本株式交換の効
力発生日（平成 30 年４月１日）の 20 日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株
式の数を明らかにして行う必要があります。

②

新株予約権について
みなと銀行
本株式交換によって発行される新株予約権は、本株式交換契約における会社法第 768 条第１項第４号又
は第５号に掲げる事項についての定めが、みなと銀行の発行する新株予約権に係る会社法第 236 条第１項
第８号の条件（同号ニに関するものに限ります。）に合致するため、会社法第 787 条第１項の規定によ
り、新株予約権買取請求権が発生しません。

関西アーバン銀行
当社は、本株式交換に際して、関西アーバン銀行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当
該新株予約権に代わる当社の新株予約権を交付致しません。関西アーバン銀行は、本クロージング日の前
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日までに、その発行する新株予約権を全て無償取得し、消却致します。
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第２【統合財務情報】
（１）当社
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、第１期の決算期を迎
えていないため、本報告書提出日現在において財務情報はありません。
なお、当社は平成 29 年 12 月 7 日にりそなホールディングスが保有する近畿大阪銀行株式の全部を譲受
け、近畿大阪銀行を当社の完全子会社としております。

（２）組織再編成後の当社
上記のとおり、当社には本報告書提出日現在において財務情報はありませんが、本株式交換は本経営統合
の一環として行われるものであり、本経営統合により当社の完全子会社となる統合各社の最近連結会計年度
の主要な経営指標である「連結経常収益」、「連結経常利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」を
合算すると、以下のとおりとなります。もっとも、以下の数値は、単純な合算値に過ぎず、監査法人の監査
証明を受けていない記載でありますことにご留意下さい。また、「連結経常収益」、「連結経常利益」及び
「親会社株主に帰属する当期純利益」以外の指標等については、単純な合算を行うことも困難であり、ま
た、単純に合算を行うと却って投資家の判断を誤らせるおそれがありますことから、合算は行っておりませ
ん。
208,839

連結経常収益（百万円）
連結経常利益（百万円）
親会社株主に帰属する当
期純利益（百万円）

38,388
30,923

（３）組織再編成対象会社
当社の完全子会社となる両行の最近連結会計年度に係る主要な経営指標等については、それぞれ以下のと
おりです。

①

みなと銀行
主要な経営指標等の推移
連結経営指標等の推移

連結経常収益
連結経常利益
親会社株主に帰属する
当期純利益
連結包括利益
連結純資産額
連結総資産額
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益金額
潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額
自己資本比率

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

(自平成 24 年

(自平成 25 年

(自平成 26 年

(自平成 27 年

(自平成 28 年

４月１日

４月１日

４月１日

４月１日

４月１日

至平成 25 年

至平成 26 年

至平成 27 年

至平成 28 年

至平成 29 年

３月 31 日)

３月 31 日)

３月 31 日)

３月 31 日)

３月 31 日)

百万円
百万円

65,174
12,332

67,977
14,178

65,043
13,554

64,352
11,854

60,748
11,005

百万円

6,949

7,511

7,478

7,360

7,119

百万円
百万円
百万円
円
円

12,340
128,166
3,169,835
289.37
17.16

6,745
122,268
3,340,992
298.37
18.50

17,906
137,180
3,417,209
333.97
18.37

692
136,019
3,484,662
3,303.03
180.58

4,158
138,588
3,506,644
3,341.68
173.81

円

17.15

18.47

18.33

180.09

173.19

％

3.70

3.62

3.98

3.86

3.91
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連結自己資本利益率
連結株価収益率
営業活動による
キャッシュ・フロー
投資活動による
キャッシュ・フロー
財務活動による
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
期末残高
従業員数
[外、平均臨時従業員数]

（注）１

％
倍

6.18
9.32

6.29
9.72

5.82
15.13

5.43
8.36

5.23
11.90

百万円

898

119,074

△1,764

1,532

41,044

百万円

△173

170,911

88,568

6,651

10,278

百万円

△3,338

△14,559

△2,529

△11,800

△23,042

百万円

35,404

310,812

395,081

391,463

419,752

人

2,366
[757]

2,375
[768]

2,395
[759]

2,421
[757]

2,472
[737]

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２

平成 28 年 10 月１日付で普通株式 10 株を１株とする株式併合を実施致しました。１株当たり純資産額、
１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、平成 27 年度の期首に当該
株式併合が行われたと仮定して算出しております。

３

自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分）を期末資産の部の
合計で除して算出しております。

②

関西アーバン銀行
主要な経営指標等の推移
連結経営指標等の推移

連結経常収益
連結経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
（△は親会社株主に帰属する当期
純損失）
連結包括利益
連結純資産額
連結総資産額
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益金額
（△は１株当たり当期純損失金
額）
潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額
自己資本比率
連結自己資本利益率
連結株価収益率
営業活動による
キャッシュ・フロー
投資活動による
キャッシュ・フロー
財務活動による
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
期末残高
従業員数
［外、平均臨時従業員数］

（注）１

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

(自平成 24 年
４月１日
至平成 25 年
３月 31 日)

(自平成 25 年
４月１日
至平成 26 年
３月 31 日)

(自平成 26 年
４月１日
至平成 27 年
３月 31 日)

(自平成 27 年
４月１日
至平成 28 年
３月 31 日)

(自平成 28 年
４月１日
至平成 29 年
３月 31 日)

百万円
百万円

106,229
5,257

100,402
26,182

95,851
23,077

90,346
22,218

89,098
18,997

百万円

△5,318

18,447

17,354

16,016

15,023

百万円
百万円
百万円
円

5,560
135,775
4,302,709
112.00

16,431
163,480
4,128,638
1,195.24

24,335
182,612
4,323,067
1,447.36

12,976
190,657
4,483,017
1,556.98

16,271
202,021
4,603,756
1,712.79

円

△9.34

232.32

209.50

191.77

179.45

円

―

146.35

131.80

122.90

117.39

％
％
倍

2.77
△4.46
―

3.92
19.72
5.29

4.19
15.65
5.94

4.22
12.54
5.78

4.35
10.80
7.88

百万円

△10,827

△169,457

165,888

34,206

54,028

百万円

99,721

122,905

△23,288

△461

66,736

百万円

△17,578

△11,550

△14,317

△30,374

△31,887

百万円

229,635

171,526

299,815

303,186

392,068

2,603
[915]

2,532
[952]

2,496
[927]

2,542
[885]

2,619
[839]

人

関西アーバン銀行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主に税抜方式によって
おります。
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２

平成 26 年 10 月１日付で普通株式 10 株を１株とする株式併合を実施致しました。１株当たり純資産額、
１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、平成 25 年度の期首に当該
株式併合が行われたと仮定して算出しております。

３

平成 24 年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、純
損失が計上されているので記載しておりません。

４

自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分）を期末資産の部の
合計で除して算出しております。

５

平成 26 年度の連結自己資本利益率は、退職給付に関する会計基準等改正に伴う会計方針の変更による
影響額を反映した期首純資産の部の合計額を基に算出しております。

６

平成 24 年度の連結株価収益率については、純損失が計上されているので、記載しておりません。

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約】
該当事項はありません。
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第二部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
前記「第一部

組織再編成に関する情報

第２ 統合財務情報」記載のとおりです。

２【沿革】
平成 29 年 11 月 14 日

りそなホールディングスを株主として、当社を設立
本株式交換に係る株式交換契約締結

平成 29 年 12 月 7 日

りそなホールディングスが保有する近畿大阪銀行株式の全部を取得

平成 29 年 12 月 26 日

当社、みなと銀行及び関西アーバン銀行の各臨時株主総会、関西アーバン銀行の
普通株主及び本優先株主による各種類株主総会において、本株式交換契約につい
て承認決議

平成 30 年４月１日

本株式交換の効力発生（予定）
当社普通株式を東京証券取引所市場第一部に上場（予定）

なお、完全子会社となる両行の沿革につきましては、両行の有価証券報告書（みなと銀行については平成
29 年６月 29 日提出、関西アーバン銀行については平成 29 年６月 29 日提出）をご参照下さい。

３【事業の内容】
当社は、平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、本報告書の準備と
いった、設立及び本統合契約に定められる事項に附帯する業務並びに近畿大阪銀行の経営管理業務を含む本
クロージング日において本経営統合を円滑に行うために持株会社として必要となる業務を除き、実質的な事
業活動を行っていません。本経営統合の実行後は、銀行持株会社として、当社の属する銀行持株会社グルー
プの経営管理及びこれに付帯又は関連する一切の業務、並びに銀行法により銀行持株会社が行うことのでき
る業務を行う予定です。
当社の完全子会社である近畿大阪銀行の平成 29 年３月期末日の事業の内容は、以下のとおりです。

近畿大阪銀行
近畿大阪銀行及び近畿大阪銀行の関係会社は、近畿大阪銀行及び連結子会社１社で構成され、銀行業務を
行っております。
近畿大阪銀行及び近畿大阪銀行の関係会社の事業系統図は以下のとおりです。

105

また、当社の完全子会社となる両行の平成 29 年３月期末日の事業の内容は、以下のとおりです。
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みなと銀行
みなと銀行及びみなと銀行の関係会社は、みなと銀行、親会社２社及び連結子会社 14 社で構成され、銀行
業務を中心に、クレジットカード業務、信用保証業務、リース業務、事務処理代行業務、経営相談業務など
の金融サービスに係る事業を行っております。
みなと銀行及びみなと銀行の関連会社の事業系統図は以下のとおりです。

107

関西アーバン銀行
関西アーバン銀行及び関西アーバン銀行の関係会社は、関西アーバン銀行、連結子会社６社で構成され、
銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
関西アーバン銀行及び関西アーバン銀行の関連会社の事業系統図は以下のとおりです。

４【関係会社の状況】
本報告書提出日現在における当社の関係会社は以下のとおりです。

名

称

住

資本金
(百万円)

所

議決権の所
主要な事業の内
有(又は被所
容
有)割合(％)

(親会社)
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区
（注）１

50,472

銀行持株
会社

(連結子会社)
株式会社近畿大阪銀行
（注）２

大阪市中央区

38,971

銀行

近畿大阪信用保証株式会社
（注）２

大阪市中央区

6,397

信用保証

（注）１

関係内容

役員の兼任３名
被所有
100.00
100.00

-

100.00
(100.00)

-

有価証券報告書提出会社であります。

２

特定子会社であります。

３

「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。

なお、本株式交換の効力発生後の当社の関係会社の状況（予定）につきましては、前記「第一部
編成に関する情報

第１

組織再編成の概要

１

組織再編成の目的等」記載の「（２）上場申請会社の企

業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と上場申請会社の企業集団の関係
会社の企業集団の概要

イ

組織再

①上場申請

上場申請会社の企業集団の概要」をご参照下さい。

当社の完全子会社となる両行の関係会社の状況につきましては、両行の有価証券報告書（みなと銀行につ
いては平成 29 年６月 29 日提出、関西アーバン銀行については平成 29 年６月 29 日提出）をご参照下さい。
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５【従業員の状況】
（１）当社の状況
従業員数（人）

平均年齢（歳）
137

（注）１

平成 29 年 11 月 30 日現在
平均年間給与（千円）

平均勤続年数（年）
47.3

24.5

10,793

従業員数は就業人員であり、近畿大阪銀行、りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行（以下「埼玉
りそな銀行」といいます。）から出向しており、平均勤続年数は各社での勤務年数を通算しており
ます。

２

当社は平成 29 年 12 月 7 日付で新たに近畿大阪銀行、りそな銀行から 10 名の従業員の出向を受け
入れております。

（２）連結会社の状況
当社の完全子会社である近畿大阪銀行における従業員の状況につきましては、以下のとおりです。

平成 29 年３月 31 日現在
合計
2,150
[934]

セグメントの名称
従業員数（人）
（注）１

近畿大阪銀行は単一事業セグメントであるため、連結会社の従業員数の合計を記載しておりま
す。なお、従業員数は、就業人員数を表示しています。

２

臨時従業員数は、[

]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。

また、当社の完全子会社となる両行の平成 29 年３月期連結会計年度末日（平成 29 年３月 31 日）における
従業員の状況につきましては、以下のとおりです。

①

みなと銀行
セグメントの名称

銀行業
2,237
[580]

従業員数（人）
（注）１

平成 29 年３月 31 日現在
合計
2,472
[737]

その他
235
[157]

従業員数は、嘱託及び臨時従業員 730 人を含んでおりません。
また、取締役を兼務しない執行役員 14 人は従業員数に含んでおりません。

２

②

臨時従業員数は、[

]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。

関西アーバン銀行

セグメントの名称
従業員数（人）
（注）１

銀行業

リース業
2,536
[806]

55
[5]

従業員数は、嘱託及び臨時従業員 1,195 人を含んでおりません。
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平成 29 年３月 31 日現在
合計
28
2,619
[28]
[839]

その他事業

２

臨時従業員数は、［ ］内に年間の平均人員を外書きで記載しております。

（３）労働組合の状況
①

当社
該当事項はありません。労使間においては特記すべき事項はありません。

②

連結会社
当社の完全子会社である近畿大阪銀行における本報告書提出日までの１年間における労働組合の状況に
つきましては、以下のとおりです。
近畿大阪銀行の従業員組合は、近畿大阪銀行従業員組合と称し、平成 29 年３月 31 日現在の組合員数は
1,794 人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。

当社の完全子会社となる両行の本報告書提出日までの１年間における労働組合の状況につきましては、
以下のとおりです。

みなと銀行
みなと銀行の従業員組合は、みなと銀行従業員組合と称し、平成 29 年３月 31 日現在の組合員数は 1,700
人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。

関西アーバン銀行
関西アーバン銀行の従業員組合は、関西アーバン銀行従業員組合と称し、平成 29 年３月 31 日現在の組合
員数は 2,112 人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。

第２【事業の状況】
１【業績等の概要】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において第１期の決算期を迎え
ていないため、該当事項はありません。
なお、完全子会社となる両行の業績等の概要につきましては、みなと銀行の有価証券報告書（平成 29 年６
月 29 日提出）、関西アーバン銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出）、みなと銀行の四半期報告
書（平成 29 年８月４日、平成 29 年 11 月 21 日及び平成 30 年２月１日提出）及び関西アーバン銀行の四半期
報告書（平成 29 年７月 28 日、平成 29 年 11 月 14 日及び平成 30 年１月 26 日提出）をご参照下さい。

２【生産、受注及び販売の状況】
生産、受注及び販売の状況は、銀行持株会社における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載
しておりません。
なお、完全子会社となる両行の生産、受注及び販売の状況につきましては、銀行業における業務の特殊性
のため、該当する情報がないので記載しておりません。
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３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、本報告書の準備と
いった、設立及び本統合契約に定められる事項に附帯する業務並びに近畿大阪銀行の経営管理業務を含む本
クロージング日において本経営統合を円滑に行うために持株会社として必要となる業務を除き、実質的な事
業活動を行っていないため、該当事項はありません。
当社の完全子会社である近畿大阪銀行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、以下
のとおりです。

（１）近畿大阪銀行の経営の基本方針
近畿大阪銀行グループは、りそなグループの一員として以下の経営理念の下、地域のお客さまを重視
する姿勢を徹底することにより、地域社会から信頼され、株主の皆さまや市場からの評価を得られる金
融サービスグループを目指すとともに、グループの更なる飛躍に向けた改革に邁進し、企業価値の最大
化を目指してまいります。
＜りそなグループ経営理念＞
りそなグループは、創造性に富んだ金融サービス企業を目指し、
お客さまの信頼に応えます。
変革に挑戦します。
透明な経営に努めます。
地域社会とともに発展します。

（２）目標とする経営指標
りそなグループの 2020 年３月期における主な経営指標は以下のとおりです。
親会社株主に帰属する当期純利益

：

1,650 億円

連結フィー収益比率

：

35％以上

連結経費率

：

50％台

：

10％以上

株主資本ＲＯＥ

（注）１、２

普通株式等 Tier１比率
（注)１
２

（注）１、３ ：

9％程度

本経営統合による影響を勘案
（親会社株主に帰属する当期純利益－優先配当相当額）÷（株主資本－優先株式残高）、期
首・期末平均

３

その他有価証券評価差額金を除く

（３）中長期的な会社の経営戦略
我が国においては、人口構成の変化や成熟社会の進展、テクノロジーの進化、産業の垣根を超えた新
たな競争時代の到来など、金融ビジネスに大きなインパクトを与える構造変化が加速しております。こ
のように、一段と激しさを増す環境変化を踏まえ、近畿大阪銀行グループはりそなグループの一員とし
て 2017 年４月に、2019 年度までを新たな計画期間とする中期経営計画を公表いたしました。
本計画は、「『オムニ・チャネル』の進化」、「26,000 名の『オムニ・アドバイザー』の育成」、
「『オムニ・リージョナル』体制の確立」を基本戦略と定め、りそなグループが変化の先に見据えるリ
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テール金融サービスの未来とグループの持続的成長に向けた道筋をお示ししております。
引き続き、「お客さまの喜びがりそなの喜び」という基本姿勢を貫き、地域のお客さまにもっとも支
持され、ともに未来へ歩み続ける「金融サービスグループ」として、「リテール No.１」を実現してま
いります。

（４）会社の対処すべき課題
近畿大阪銀行グループはりそなグループの一員として「リテール No.１」を目指すうえで、主に以下
の項目を対処すべき課題として認識しております。

イ．基本戦略
“これまで有効な接点を持つことができなかったお客さま”、“これまで汲み取ることができな
かったニーズ”、“これまでリーチすることができなかった収益機会（銀行業務と親和性の高い機
能の拡充等）”へのアプローチを可能とする、国内の幅広いリテールのお客さまに支持される「次
世代リテール金融サービスモデル」を構築してまいります。

①「オムニ・チャネル」の進化
～より多くのお客さまに、いつでも・どこでも、最適なソリューションを～
a．お客さま層の拡大
▪ “会える”お客さま中心のビジネスから、これまで有効な接点を持つことができなかったお
客さまも含めた“拡がり”のあるビジネス展開へ
b．お客さま接点の拡充
▪ フェイス to フェイス（対面）ソリューションのさらなる強化とデジタル（非対面）を活用
した双方向コミュニケーション手法の確立
▪ フェイス to フェイスとデジタルのシームレスな融合
c．マーケティングの高度化
▪ お客さまの金融・非金融情報等に基づくマーケティングモデルの高度化

②26,000 名の「オムニ・アドバイザー」の育成
a．全員ソリューション体制
▪ “お客さまになりきる”の徹底 （カルチャーの変革）
▪ ソリューション人材の育成・拡充
b．ソリューションの多様化
▪ お客さまニーズ・セグメント等を踏まえたソリューション領域の多様化（フェイス to フェ
イスによる高度なソリューション力の向上と、デジタルによる簡単・便利でお得感あるソ
リューションの提供）

③「オムニ・リージョナル」体制の確立
～“地域密着”と“オープンプラットフォームの効率性”の両立～
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a．オープンプラットフォームの拡充
▪ 地域金融機関等との多様な結びつきを通じた Win-Win 関係の構築（地域密着によるきめ細か
さとグループとしてのスケールメリットの確保の両立）
▪ オペレーション改革等を通じた効率性の高い卓越した業務運営体制のさらなる強化
▪ 銀行業務と親和性の高い機能の拡充による、「新たな収益機会」の創出
b．スマートストア（インターネット支店）の本格展開
▪ スマートストア戦略の強化を通じた全国レベルでのお客さま基盤の拡充

ロ．ビジネス戦略
お客さまの成長ステージ・ライフステージにしっかりと寄り添った「成長・再生・承継ソリュー
ション」、「トータルライフソリューション」を徹底してまいります。
目利き力（事業性評価能力）の一層の向上、ソリューションの多様化、高付加価値商品の提供等
を通じて「中小企業向けビジネス」、「ローンビジネス」の拡大を図るとともに、本邦最大の信託
併営商業銀行、資産運用会社を傘下に抱える強みを最大限に活かした「資産形成サポート」や「承
継ソリューション」、急速な技術革新等を捉えた先進的で利便性の高い「決済サービス」等への取
組を強化することで、長期安定的なフィー収益基盤の構築（ストック型フィー収益の大幅な拡充）
を目指してまいります。
「成長・再生・承継ソリューション」
企業の成長に応じて生じる様々な経営課題に対し、最適なソリューションを最適なタイミング
で提供するソリューション営業スタイルを徹底し、お客さまとの中長期的な Win-Win の関係をさ
らに深めることで、「中堅・中小企業のお客さまにもっとも支持されるりそな」を実現してまい
ります。
「トータルライフソリューション」
時代の変化に応じて個人のお客さまのライフスタイルが多様化するなか、最適なチャネル経由
での継続的なコミュニケーションを通じた、お客さまの暮らしにしっかりと寄り添うソリュー
ション営業スタイルの徹底によって、ライフステージにおける資産形成や運用・決済・ローン・
承継などの幅広いニーズにお応えすることで、「個人のお客さまにもっとも支持されるりそな」
を実現してまいります。

なお、完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、みなと銀行の
有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出）、関西アーバン銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提
出）、みなと銀行の四半期報告書（平成 29 年８月４日、平成 29 年 11 月 21 日及び平成 30 年２月１日提出）
及び関西アーバン銀行の四半期報告書（平成 29 年７月 28 日、平成 29 年 11 月 14 日及び平成 30 年１月 26 日
提出）をご参照下さい。

４【事業等のリスク】
本株式交換に関連し、本経営統合に係るリスクとして、下記（１）のリスクが想定されます。また、当社
の完全子会社である近畿大阪銀行の下記（２）の事業等のリスクが当社グループの事業等のリスクとなりま
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す。さらに、当社は、本株式交換により両行の完全親会社となるため、本株式交換の効力発生日後は、本報
告書提出日現在における下記（３）及び（４）の両行の事業等のリスクが当社グループの事業等のリスクと
なることが想定されます。
なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本
報告書提出日現在において判断したものであります。

（１）本経営統合に係るリスク
①

手続等に係るリスク
本経営統合により両行及び近畿大阪銀行は当社の完全子会社となります。しかしながら、本経営統合に
係る手続は、本報告書提出日現在において終了しておらず、今後予定通り進まない可能性があるほか、本
経営統合が予定したとおりに完了せず、又は実現しない可能性があります。かかる事態が発生した場合に
は、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

②

本経営統合に係る効果に関するリスク
本経営統合の効果が早期に又は十分に実現しない場合や、本経営統合の費用が多額となる場合には、当
社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。

（２）近畿大阪銀行の事業等のリスク
①

与信関係費用が増加するリスク
近畿大阪銀行グループは、貸出資産の劣化に対する予兆管理やリスク分散に向けた取り組みを進め、信
用リスク管理体制の強化を図っております。また、不良債権については、正確な自己査定に基づき、十分
な水準の財務上の手当てを行っております。
しかしながら、今後の景気動向、不動産価格や株価の下落、融資先の経営状況等によっては、想定の範
囲を超える償却・引当を余儀なくされ、近畿大阪銀行グループの業績、財務状況及び自己資本の状況に悪
影響を及ぼす可能性があります。

②

市場業務に関するリスク
近畿大阪銀行グループは、デリバティブ取引を含む相場変動を伴う金融商品を取扱うトレーディング業
務や国債、投資信託等への投資業務を行っております。また、預金・貸出金等の金利更改期日の違いから
発生する長短金利ギャップを抱えております。そのため近畿大阪銀行グループでは、経営体力に見合った
リスク限度や損失限度等を設定した上で当該限度等への接近時や抵触時の対応を定める等、厳格なリスク
管理体制を整備し、適切なリスクコントロールを行っております。また、新規取扱商品の選定に際して
は、当該商品のリスク特性を認識・把握し、リスク特性に応じた管理体制の構築に努めております。
しかしながら、近畿大阪銀行グループの業績、財務状況は、市場金利、為替レート、株価、債券価格等
の変動により悪影響を被る可能性があります。たとえば、市場金利が上昇した場合には近畿大阪銀行グ
ループが保有する国債をはじめとする債券ポートフォリオの価値が下落することによって想定以上の評価
損や実現損失が発生し、近畿大阪銀行グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。ま
た、投資対象商品に係る需給の悪化により市場流動性が急速に悪化した場合や裏付資産が大幅に劣化した
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場合には、保有する投資対象商品の価値が下落することによって想定以上の評価損や実現損失が発生し、
近畿大阪銀行グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③

外国為替相場変動に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、資産・負債の一部を外国通貨建で保有しております。これら外国通貨建資
産・負債は、相互の相殺あるいは必要に応じた適切なヘッジによりリスクコントロールを行っております
が、予想を超える大幅な外国為替相場の変動が発生した場合は、近畿大阪銀行グループの業績、財務状況
に悪影響を及ぼす可能性があります。

④

株式保有に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、株価下落による業績への影響を排除するために、株式残高の圧縮を進め、株
価変動リスクを極力削減してきました。また、最近連結会計年度末現在、保有する株式全体では評価益を
計上しております。
しかしながら、極めて著しい株価下落に際しては、保有株式に減損または評価損が発生し、近畿大阪銀
行グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、株式保有に伴うリスクの削減の
ため保有株式の更なる圧縮を行った場合、売却損の発生もしくは機会利益の逸失により、近畿大阪銀行グ
ループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤

資金調達・流動性に関するリスク
近畿大阪銀行グループは、安定的な資金繰り運営を継続することを目的として、市場調達、短期調達へ
の過度な依存を抑制するための短期の市場資金調達に係る上限額や、預金・貸出金の動向及び市場調達環
境の状況に応じた流動性リスク指標のモニタリングを通じて、適切に流動性リスクの管理を行っておりま
す。
特に流動性リスク指標については、資金化が容易な資産（流動性資産）を潤沢に確保することが重要で
あるとの認識のもと、規模・特性に応じて、流動性資産の保有額にガイドラインを設定しております。
しかしながら、今後、大規模な金融システム不安が発生した場合や、近畿大阪銀行グループに対する悪
意を持った風評等が発生した場合には、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされたり、市
場から必要な資金の確保が困難になる、あるいは想定の範囲を大幅に上回る預金流出が発生し、資金繰り
運営に支障が生じる可能性があります。その結果、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に
悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥

競争激化に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、これまでのガバナンス改革、お客さま本位のサービス改革、財務改革等を
ベースとして、お客さまとの“絆”を大切にした地域密着型金融を積極的に推進し、お客さま利便性の向
上や、お客さまの成長支援を加速させることによる地域経済の活性化に取り組んでまいりました。また、
りそなグループの一員として、「オムニ・チャネル」の進化、26,000 名の「オムニ・アドバイザー」の育
成、「オムニ・リージョナル」体制の確立、の３つの基本戦略を通じた「次世代リテール金融サービスモ
デル」の構築によって、お客さまに寄り添ったソリューションを提供することで、「リテール No.１」を
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目指しております。しかしながら、近年、金融業界の規制緩和や FinTech に代表される金融イノベーショ
ンの進展、金融機関の統合・再編・業務提携等により事業環境は厳しさを増しております。
今後、競争が激化し、近畿大阪銀行グループが競争に十分対応することができない場合には、近畿大阪
銀行グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦

事業戦略におけるリスク
近畿大阪銀行グループは、りそなグループの一員として、地域のお客さまにもっとも支持され、ともに
未来へ歩み続ける「金融サービスグループ」として、「リテール No.１」を目指し、「オムニ・チャネ
ル」の進化、26,000 名の「オムニ・アドバイザー」の育成、「オムニ・リージョナル」体制の確立、の３
つの基本戦略を土台に様々なビジネス戦略を展開しております。これらビジネス戦略の展開に伴い、新規
事業の管理・遂行のための人材の確保、多様化する商品・サービスに対応するためのシステム等の改善、
市場環境・価格動向の変化に即応したリスク管理体制の拡充等が必要となり、新たなコスト負担が生じる
可能性があります。また、以下に述べるものをはじめとする様々な要因が生じた場合や、社会的・経済的
環境の大幅な変化といった予期せぬ事象が発生した場合には、近畿大阪銀行グループが当初想定したとお
りの収益が上がらない可能性があり、その結果、近畿大阪銀行グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼ
す可能性があります。
・優良なお客さまへの貸出増強が進まないこと
・リスクに見合った貸出金利鞘が確保できないこと
・手数料収入が期待通りに増大しないこと
・経費削減等の効率化を目指した施策が期待通りの結果をもたらさないこと
・グループ会社間におけるシナジー効果が期待通りの結果をもたらさないこと

⑧

自己資本比率が悪化するリスク
近畿大阪銀行グループは、「銀行法第 14 条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自
己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成 18 年金融庁告示第 19 号）の国
内基準が適用され、同告示に基づき算出される連結自己資本比率及び単体自己資本比率を４％以上に維持
する必要があります。
近畿大阪銀行グループの自己資本比率は、本「事業等のリスク」に記載する各種リスクの顕在化等を主
な要因として低下する可能性があり、その場合は、資金調達コストの上昇などにより、近畿大阪銀行グ
ループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。仮に上記の自己資本比率が基準
値の４％を下回った場合には、早期是正措置により、金融庁長官から業務の全部または一部停止等を含む
様々な命令を受けることとなり、その結果、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に著しい
悪影響を及ぼす可能性があります。

⑨

格付に関するリスク
近畿大阪銀行グループは、格付機関から格付を取得しております。近畿大阪銀行グループでは、収益力
増強策や財務の健全性向上策等の諸施策に取り組んでおりますが、格付の水準は、近畿大阪銀行グループ
から格付機関に提供する情報のほか、格付機関が独自に収集した情報に基づいて付与されているため、常
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に格付機関による見直しがなされる可能性があります。
また、近畿大阪銀行グループの格付は、本「事業等のリスク」に記載する様々な要因、その他日本国債
の格付や日本の金融システム全体に対する評価等が単独または複合的に影響することによって低下する可
能性があります。
仮に格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や必要な資金を市場から確保できず資金繰
りが困難になる可能性があります。その結果、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影
響を及ぼす可能性があります。

⑩

繰延税金資産に関するリスク
近畿大阪銀行グループは、合理的かつ保守的な見積りに基づき、繰延税金資産を計上しております。こ
の繰延税金資産の計算は、様々な予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定と異なる可
能性があります。なお、税制関連の法令改正がなされた場合、繰延税金資産の計算に影響を及ぼす可能性
があります。
これらの結果、近畿大阪銀行グループの業績、財務状況及び自己資本比率に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。

⑪

退職給付債務に関するリスク
近畿大阪銀行グループの年金資産の時価が下落した場合、近畿大阪銀行グループの年金資産の運用利回
りが低下した場合、または退職給付債務を計算する前提となる数理上の前提・仮定に変更があった場合に
は、数理計算上の差異が発生する可能性があります。また、退職一時金・年金制度の変更により過去勤務
費用が発生する可能性があります。これらの数理計算上の差異及び過去勤務費用等の発生により、近畿大
阪銀行グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑫

役員及び従業員による事務過誤・内部不正に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、預金・為替・貸出等の幅広い業務を行っております。このような多種多様な
業務の遂行に際しては、役員及び従業員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすこと等の事
務リスクに晒されております。これら事務リスクを防止するために、業務プロセスや事務処理に関して、
手続きの見直し・集中処理化・システム化を推進するとともに、教育・研修を継続的に行っております。
さらに、事務過誤・内部不正等の発生状況を定期的に把握し、事務リスクの所在及び原因・性質を総合
的に分析することにより、その結果を再発防止策並びにリスク軽減策の策定に活用しております。
しかしながら、これらの対策にもかかわらず、重大な事務リスクが顕在化した場合には、近畿大阪銀行
グループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑬

システム障害等の発生に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、システムに関する障害・不備、不正等により顕在化するリスクは経営基盤を
揺るがしかねないリスクとなる可能性もあるとの認識のもと、システムに関する障害・不備防止対策、不
正防止対策等のリスク管理の基準を定め適切な管理体制を整備するとともに、システム障害を想定したコ
ンティンジェンシープランを整備することによりシステムリスクの軽減に努めております。
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しかしながら、これらの対策にもかかわらず、お客さまへのサービスに混乱をきたすような重大なシス
テム障害等が発生した場合には、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可
能性があります。

⑭

情報漏えいに伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、お客さまの情報をはじめとした膨大な情報を取り扱っております。これらの
情報を保護・管理するため、近畿大阪銀行グループにおいては、情報管理に関する方針・規程等の策定、
社員教育、システムセキュリティ対策等を行っております。
しかしながら、人為的ミス、内部不正、外部犯罪等によりお客さまの情報等の重要な情報が漏えいした
場合は、被害を受けたお客さまへの補償等が必要となったり、近畿大阪銀行グループの信用が低下・失墜
することにより、業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、将来的にセキュリティ対策のためのコストが増加する可能性があります。

⑮

外部委託に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、銀行業務を中心とした様々な業務の外部委託を行っております。業務の外部
委託を行うに際しては、業務委託を行うことの妥当性検証、委託先の適格性検証、委託期間中の継続的な
委託先管理、問題発生時の対応策策定等、体制整備に努めております。
しかしながら、委託先が委託業務遂行に支障をきたした場合やお客さまの情報等の重要な情報を漏えい
した場合等には、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。

⑯

金融犯罪の発生に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、多数のキャッシュカードを発行しており、生体認証機能付ＩＣキャッシュ
カード導入等の偽造・盗難カード被害防止策を種々実施しております。また、インターネットバンキング
サービスの提供にあたっては、ウィルス対策ソフトの提供やワンタイムパスワードの必須化などのセキュ
リティ対策強化に努めております。
また、反社会的勢力との取引遮断に向けた取組みを推進するとともに、マネー・ローンダリング及びテ
ロ資金対策の強化に向けた本人確認の徹底や取引時確認等の強化に努めております。
しかしながら、想定の範囲を超える大規模な金融犯罪が発生した場合は、その対策に伴うコストや被害
を受けたお客さまへの補償等により、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼ
す可能性があります。

⑰

災害等の発生に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、多くの店舗・システムセンター等の施設において業務を行っておりますが、
これらの施設は、地震等の自然災害、停電、テロ等による被害を受ける可能性があります。また、各種感
染症の流行により、近畿大阪銀行グループの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
近畿大阪銀行グループは、不測の事態に備えた業務継続に係るマニュアルを整備するとともに、マニュ
アルに基づき訓練等を実施しておりますが、被害の程度によっては、近畿大阪銀行グループの業務が停止
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し、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、平成 23 年３月に発生した東日本大震災のような大規模災害に起因して、景気の悪化、企業の経営
状態の悪化、株価の下落等が生じ、近畿大阪銀行グループの不良債権及び与信関係費用が増加したり、保
有する株式、金融商品等において売却損や評価損が生じることなどにより、近畿大阪銀行グループの業
績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑱

法令違反等の発生に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、銀行法、会社法、金融商品取引法等の各種法令諸規則等に基づいて業務を
行っております。近畿大阪銀行グループではこれら法令諸規則等を遵守すべく、役員及び従業員に対する
法令等遵守の徹底や不正行為等の未然防止に向けた体制整備を行うとともに、研修の実施等により全社的
なコンプライアンス意識の向上に努めております。
しかしながら、役員及び従業員が法令諸規則等を遵守しなかった場合や、役員及び従業員による不正行
為等が行われた場合には、行政処分や罰則を受けたり、お客さまからの信頼失墜等により近畿大阪銀行グ
ループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑲

重要な訴訟発生に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、近畿大阪銀行グループ全体の訴訟について一元的に管理を行い、近畿大阪銀
行グループの法務リスクの極小化に努めております。
しかしながら、過去または今後の事業活動に関して近畿大阪銀行グループに対し多額の損害賠償請求訴
訟等を提起された場合など、その訴訟の帰趨によっては近畿大阪銀行グループの業績、財務状況に悪影響
を及ぼす可能性があります。

⑳

人材を確保できないリスク
近畿大阪銀行グループは、銀行業務を中心に高度な専門性を必要とする業務を行っており、高いパ
フォーマンスを発揮すべく人材の確保や育成に努めております。
しかしながら、人材の採用・確保が困難な状況が発生した場合や、人材の大量流出等が発生した場合、
近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

㉑

風説・風評の流布に関するリスク
近畿大阪銀行グループは、適時適切な情報開示等により信頼の維持・向上を図り、リスク顕在化の未然
防止に努めております。
具体的には、インターネット上の風説やマスコミによる憶測記事等、各種媒体等の確認を通じてリスク
顕在化事象の早期把握に努めております。
しかしながら、近畿大阪銀行グループに係る風説・風評の流布が発生・拡散した場合には、近畿大阪銀
行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

㉒

規制変更に伴うリスク
近畿大阪銀行グループは、現時点の規制に従って業務を遂行しております。したがって、今後、政府の
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方針、法令、実務慣行及び解釈に係る変更等の近畿大阪銀行グループのコントロールが及ばない事態が発
生した場合には、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況、自己資本比率に悪影響を及ぼす可
能性があります。
また、現在各国監督当局等において、自己資本規制の強化、会計基準の変更、国際会計基準（ＩＦＲ
Ｓ）の適用等、様々な金融規制改革案が議論されており、これら規制の内容によっては、近畿大阪銀行グ
ループの業務運営等に悪影響を及ぼす可能性があります。

㉓

リスク管理の方針及び手続の有効性に関するリスク
近畿大阪銀行グループは、リスク管理の方針及び手続を整備し、リスク管理の強化に努めております。
しかしながら、新しい分野への業務進出や外部環境の変化によりリスク管理の方針及び手続が有効に機能
しない可能性があります。また、近畿大阪銀行グループのリスク管理の方針及び手続の一部は、過去の経
験・データに基づいて構築されたものもあるため、将来発生するリスクを正確に予測することができず、
有効に機能しない可能性があります。その結果、近畿大阪銀行グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼ
す可能性があります。

㉔

財務報告に係る内部統制の評価
金融商品取引法の施行により、上場会社は平成 20 年４月１日以降開始する事業年度（近畿大阪銀行グ
ループの親会社である株式会社りそなホールディングスにおいては、平成 21 年３月期）から、財務報告に
係る内部統制の有効性を評価した「内部統制報告書」を作成し、その評価内容について監査法人による内
部統制監査を受けております。
りそなグループは、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠する他、
「グループ内部統制に係る基本方針」「財務報告に係る内部統制の実施規程」等を定め、財務報告に係る
内部統制の整備・運用及び評価のための体制整備に努めております。
しかしながら、内部統制が十分に機能していないと評価されるような事態が発生した場合には、近畿大
阪銀行グループに対する市場の評価の低下等、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影
響を及ぼす可能性があります。

㉕

日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」に伴うリスク
日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」により、国内の長期金利は０％近傍で推移す
る状況となっております。近畿大阪銀行グループでは、これまでに経験のない金利水準への対応のため、
業務運営面やシステム面における管理体制の整備を進めるとともに、金融仲介機能の発揮に引き続き努め
ております。
しかしながら、今後、日本銀行による金融政策運営見直しの思惑が高まること等により、市場に急激な
変動が生じた場合には、近畿大阪銀行グループの業務運営や業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。

120

（３）みなと銀行の事業等のリスク
①

不良債権残高・与信関係費用が増加するリスク
みなと銀行グループの不良債権残高は、取引先の経営状況の変化や種々の業種が抱える固有の事情、景
気動向並びに金利、株価及び不動産価格の変動といった経済金融環境の変化等によって増加し、貸倒引当
金積み増しや貸倒償却等の与信関係費用が増加する可能性があります。これらの結果、みなと銀行グルー
プの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②

保有株式・債券等に係るリスク
みなと銀行グループは、市場性のある株式や国債への投資、デリバティブ取引等を行っており、金利、
為替、株価、債券価格等の変動リスクを有しております。
例えば、金利が上昇した場合、みなと銀行グループが保有する国債等の債券ポートフォリオの価値に影響
を及ぼし、みなと銀行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また株式は相対的に価格変動リスクが大きいため、内外経済や株式市場の需給関係の悪化等により株価
が下落する場合には、保有株式に減損若しくは評価損が発生し、みなと銀行グループの経営成績及び財政
状態に影響を及ぼす可能性があります。

③

流動性リスク
みなと銀行グループは、資金繰りの適切な管理に努めておりますが、みなと銀行グループの信用力が低
下した場合、あるいは市場環境が大きく変化した場合に、必要な資金の確保が困難になり、通常より著し
く高い金利による資金調達を余儀なくされる、又は調達が困難となる場合があります。その結果、みなと
銀行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④

オペレーショナルリスク
みなと銀行グループの役職員等が社内規程等に定められたとおりの事務処理を怠ることにより、不正行
為や事故等が発生する可能性があります。また、みなと銀行グループが業務に使用している情報システム
は、品質不良、人為的ミス、外部からの不正アクセス、災害等によって障害が発生する場合があります。
それらの事故、不正行為、障害等の規模が大きい場合はみなと銀行グループの業務運営に支障が生ずる可
能性があり、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤

自己資本比率が低下するリスク
みなと銀行は、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を平成 18 年金融庁告示第 19 号に定められる国
内基準以上に維持する必要があります（現状、必要とされる自己資本比率は４％以上であります）。
みなと銀行の自己資本比率は、みなと銀行グループの経営成績の悪化や、本項「事業等のリスク」に記
載する様々なリスクその他の要因が単独又は複合的に影響することによって低下する可能性があります。
例えば、将来の課税所得見積額の変更等により繰延税金資産の額を減額するといった事象が起これば、み
なと銀行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼし、自己資本比率が低下する可能性があります。
また、みなと銀行の自己資本比率が基準を下回った場合、金融庁長官から、自己資本比率に応じて、自
己資本の充実に向けた様々な実行命令を受けるほか、業務の縮小や新規取扱いの禁止等を含む様々な命令
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を受けることになります。その場合、業務が制限されることにより、取引先に対して十分なサービスを提
供することが困難となり、その結果、みなと銀行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。

⑥

みなと銀行に対する外部格付が低下するリスク
みなと銀行が取得している外部格付が低下した場合、みなと銀行グループの資本及び資金調達の条件の
悪化や外部との取引が制約を受ける等の可能性があり、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ
ります。

⑦

退職給付費用が増加するリスク
みなと銀行グループの年金資産の運用利回りが期待運用収益率を下回った場合や退職給付債務を計算す
る前提となる割引率等の基礎率を変更した場合等には、数理計算上の差異が発生します。加えて、年金制
度を変更した場合には過去勤務費用が発生します。これらの未認識債務は将来の一定期間にわたって損益
として認識していくため、将来の退職給付費用が増加する可能性があります。

⑧

子会社・関連会社に関するリスク
みなと銀行グループは、グループ内企業が相互に連携して営業活動を行っておりますが、みなと銀行グ
ループがこれら子会社等への投資から便益を受けることができるかどうかは不確定であり、またそれらの
会社の業績が悪化した場合には、支援が必要となる可能性があります。

⑨

決済に係るリスク
みなと銀行グループは、内外の多くの金融機関と多様な取引を行っております。金融システム不安が発
生した場合又は大規模なシステム障害が発生した場合に、金融市場における流動性が低下する等、決済が
困難になるリスクがあります。また、一般のお客さまを対象とした決済業務において決済相手方の財政状
態に影響を及ぼす可能性があります。

⑩

顧客情報の漏洩等に係るリスク
みなと銀行グループは、お客さまに関する情報を大量に保有しており、情報管理に関する規程及び体制
の整備や役職員に対する教育の徹底等により、情報の管理には万全を期しております。しかしながら、万
一、コンピュータシステムへの外部からの不正アクセス、役職員及び委託先の人為的ミス、事故等により
お客さまに関する情報が外部に漏洩した場合、お客さまからの損害賠償請求や信用の失墜等により、みな
と銀行グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑪

コンプライアンスリスク
みなと銀行グループは、現時点における会社法、銀行法、金融商品取引法及び金融商品取引所が定める
関係規則等の各種の規制及び法制度等に基づいて業務を行っております。みなと銀行グループは、法令そ
の他諸規則等を遵守すべく、コンプライアンス態勢及び内部管理態勢の強化を経営上の最重要課題のひと
つとして位置づけ、役職員に対して適切な指示、指導及びモニタリングを行う態勢を整備するとともに、
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不正行為の防止・発見のために予防策を講じております。しかし、役職員が法令その他諸規則等を遵守で
きなかった場合、法的な検討が不十分であった場合又は予防策が効果を発揮せず役職員による不正行為が
行われた場合には、不測の損失が発生したり、行政処分や罰則を受けたり、業務に制限を付されたりする
おそれがあり、また、お客さま及びマーケット等からの信用失墜等により、みなと銀行グループの経営成
績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑫

風評リスク
みなと銀行グループの業務は、お取引先のお客さまや市場関係者からの信用に大きく依存しています。
そのため、みなと銀行グループや金融業界等に対する風説・風評が、マスコミ報道・市場関係者への情報
伝播・インターネット上の掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合には、お客さまや市場関係者
がみなと銀行グループについて事実と異なる理解、認識をされ、みなと銀行グループの経営成績及び財政
状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑬

特定地域の経済動向に影響を受けるリスク
地方銀行であるみなと銀行グループには、特定の地域（兵庫県）を主な営業基盤としていることに起因
する地域特性に係るリスクを有しております。

⑭

各種規制・制度等の変更に伴うリスク及びその他のリスク
みなと銀行グループは、銀行法等の法制度及び各種規制に基づいて業務を行っておりますが、将来にお
いて、法律、政策、実務慣行、会計制度及び税制等が変更された場合等には、みなと銀行グループの経営
成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（４） 関西アーバン銀行の事業等のリスク
①

不良債権残高及び与信関係費用が増加するリスク
ア

不良債権の状況
関西アーバン銀行グループの不良債権残高は、取引先の経営状況の変化（業況の悪化、不祥事等の企
業の信頼性を失墜させる問題の発生等）や、景気動向並びに金利、株価及び不動産価格の変動といった
内外の金融経済環境等の変化によって増加し、貸倒引当金積み増し及び貸倒償却等の与信関係費用が増
加する可能性があります。これらの結果、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に影響を
及ぼす可能性があります。

イ

貸倒引当金の状況
関西アーバン銀行グループは、貸出金等の債権について、自己査定基準、償却・引当基準に基づき資
産の健全性、担保処分等による回収見込額及び貸倒実績率等を勘案した貸倒引当金を計上しておりま
す。実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提及び見積りと乖離し、貸倒引当金を大幅に上回る
等により貸倒引当金を積み増す可能性があります。この結果、関西アーバン銀行グループの財政状態及
び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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ウ

業種別貸出の状況
関西アーバン銀行グループの貸出先企業は、通常当該企業の属する業界が抱える固有の事情等の影響
を受けております。したがって、内外の金融経済環境の変化等により、特定の業種の抱える固有の事情
も変化し、そのことにより当該業界に属する企業全般の財政状態が悪化する場合には、関西アーバン銀
行グループの貸出先で当該業界に属する先もほぼ同時に財政状態が悪化することになります。関西アー
バン銀行グループの業界別貸出でシェアの大きい業界について、このような状況が発生すると、関西
アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

エ

貸出先への金融支援
関西アーバン銀行グループは、貸出先に債務不履行等が発生した場合においても、回収の効率・実効
性その他の観点から、貸出先に対する債権者としての法的権利を必ずしも行使せずに、状況に応じて債
権放棄、追加貸出等の金融支援を行うことがあります。それにもかかわらず企業再建が奏効しない場合
には、関西アーバン銀行グループの不良債権残高及び与信関係費用等が増加し、関西アーバン銀行グ
ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

オ

他の金融機関における経営状態の悪化
わが国における他の金融機関の経営状態が悪化し、当該金融機関の資金調達及び支払能力等に問題が
発生した場合には、以下の事象が生じる可能性があり、関西アーバン銀行グループの経営に悪影響を及
ぼす可能性があります。
（ⅰ）他の金融機関による貸出先への融資の打切り又は引き揚げにより、貸出先の経営状態の悪化又は
破綻がおこり、当該貸出先に対して関西アーバン銀行グループが追加融資を求められたり、関西
アーバン銀行グループの不良債権残高及び与信関係費用等が増加する可能性があります。
（ⅱ）経営状態が悪化した金融機関に対する支援に関西アーバン銀行が参加を要請される可能性があり
ます。
（ⅲ）関西アーバン銀行グループが当該金融機関の株式を保有していた場合、当該株式の価格が低下す
る可能性があります。
（ⅳ）預金保険の基金が不十分となった場合に、預金保険料が引き上げられる可能性があります。
（ⅴ）政府が経営を支配する金融機関の資本増強や収益増強のために、当該金融機関に対し経済的特典
が与えられた場合に、関西アーバン銀行は競争上の不利益を被る可能性があります。

②

連結子会社に関するリスク
関西アーバン銀行の連結子会社には、リース業務、貸出業務、クレジットカード業務、信用保証業務を
行っている会社等がありますが、わが国の景気の動向や各社の与信先の状況によっては、各社の経営状況
が悪化し、その結果、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま
す。

③

保有有価証券価格下落のリスク
関西アーバン銀行グループは、市場性のある有価証券を一定量保有しております。これらの保有有価証
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券は、金利の上昇等の市場環境の変化や発行体の信用状況の変化により価格低下の可能性があります。大
幅な価格下落が継続する場合には、保有有価証券に減損又は評価損が発生し、関西アーバン銀行グループ
の業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招く可能性があります。

④

自己資本比率が悪化するリスク
ア

自己資本比率が低下するリスク
関西アーバン銀行は、海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比
率を「銀行法第 14 条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が
適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号）」に定められた国内基準
（現時点におけるこれらの国内基準は４％となっております。）以上を維持する必要があります。
関西アーバン銀行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務改善
命令、業務の全部又は一部の停止など様々な命令を受ける可能性があります。
関西アーバン銀行の自己資本比率に影響を与える要因には、以下のものがあります。
（ⅰ）債務者の信用力の悪化などによる与信関係費用の増加
（ⅱ）有価証券価格の低下
（ⅲ）自己資本比率の基準及び算定方法の変更
（ⅳ）本項記載のその他の不利益な展開

イ

繰延税金資産
現時点におけるわが国の会計基準に基づき、一定条件のもとで、将来の課税所得を減少させ、税金負
担を軽減することが認められる場合、繰延税金資産を計上することが認められております。この繰延税
金資産の計算は、将来の課税所得の予測・仮定に基づいており、実際の結果がこの予測・仮定と異なる
場合があります。
関西アーバン銀行グループが、将来の課税所得の予測・仮定に基づき、繰延税金資産の一部又は全部
を回収できないと判断した場合や法定実効税率が低下した場合には、関西アーバン銀行グループの繰延
税金資産の額を減額する可能性があります。その結果、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営
成績に影響を及ぼし、自己資本比率が低下する可能性があります。

ウ

新たな規制
平成 25 年３月８日に、国内基準行に対する新しい自己資本比率規制に係る告示「銀行法第十四条の二
の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判
断するための基準（平成十八年金融庁告示第十九号）」等の一部改正（バーゼルⅢ告示）が公布されま
した。
こうした自己資本比率規制の強化の動向を踏まえ、関西アーバン銀行ではより一層の資本基盤拡充の
施策に取り組んでおりますが、これらの施策が、企図したとおりの十分な成果を発揮しない可能性があ
ります。
また、今後、信用リスクアセットに係る標準的手法の見直しといった、自己資本比率算出上の制度が
変更された場合、関西アーバン銀行グループの自己資本比率に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤

関西アーバン銀行に対する外部格付が低下するリスク
格付機関が関西アーバン銀行の格付を引き下げた場合、インターバンク市場や一般顧客との取引におい
て、関西アーバン銀行に対する与信枠の縮小や調達金利上昇等の取引条件の悪化を招き、関西アーバン銀
行の資本・資金調達及びその他の業務に悪影響を与える可能性があります。

⑥

決済リスク
ア

銀行間の決済システムに障害等が発生した場合には、インターバンク市場や一般顧客取引でのスムー
ズな決済ができなくなることから、決済費用の増加や金融機関全般への信用に悪影響を及ぼす可能性が
あります。

イ

他の金融機関が決済できなくなった場合には、未決済金額のうち当該金融機関により決済システムに
差入れている担保を超えた部分について、加盟行としてそれぞれの決済システムの規定に基づき損失を
分担することとなっており、損害が発生する可能性があります。

⑦

お客さまに関する情報が漏洩するリスク
関西アーバン銀行グループでは、膨大なお客さまに関する情報を保有しており、情報管理に関する規定
及び体制の整備や、役職員等に対する教育の徹底等によりお客さまに関する情報の管理には万全を期して
おります。
しかしながら、外部からの不正アクセス、役職員、委託先等による人為的ミス、事故等によりお客さま
の情報が外部へ漏洩した場合、お客さまからの損害賠償請求やお客さま及びマーケット等からの信用失墜
等により、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧

オペレーショナル・リスク
関西アーバン銀行グループが業務を遂行していく際にはオペレーショナル・リスクが存在し、内部及び
外部の不正行為、労働管理面及び職場環境面での問題の発生、お客さまへの商品勧誘や販売行為等におけ
る不適切な行為、自然災害等による被災やシステム障害等に伴う事業中断、並びに不適切な事務処理等、
内部プロセス・人・システムが適切に機能しないことや外部で発生した事象により、損失が発生する可能
性があります。これらの場合に、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能
性があります。

ア

事務リスク
役職員等が事務に関する社内規定・手続等に定められたとおりの事務処理を怠る、あるいは事故、不
正等をおこす可能性があります。この場合に、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に影
響を及ぼす可能性があります。

イ

情報システムに関するリスク
関西アーバン銀行グループが使用している情報システムにおいては、障害発生の防止策を講じるとと
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もに、万一の障害発生時においても業務継続可能な体制整備に万全を期しておりますが、これらの施策
にもかかわらず、品質不良、人為的ミス、サイバー攻撃等外部からの不正アクセス、コンピューター
ウィルス、災害や停電等の要因によって障害が発生した場合、障害規模によっては関西アーバン銀行グ
ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨

災害等の発生に関するリスク
関西アーバン銀行グループは営業店、事務センター等の施設において業務を行っておりますが、これら
の施設は自然災害、停電、テロ等による被害を受ける可能性があります。また、新型インフルエンザ等感
染症の流行により、関西アーバン銀行グループの業務運営に支障を生じる可能性があります。関西アーバ
ン銀行グループは、不測の事態に備えた各種マニュアルを整備しておりますが、被害の程度によっては、
関西アーバン銀行グループの業務が停止し、関西アーバン銀行グループの業務運営や財政状態及び経営成
績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩

損害賠償請求訴訟等を提起されるリスク
関西アーバン銀行グループは銀行業務を中心に、リース業務、貸出業務、クレジットカード業務、信用
保証業務等を行うことにより付加価値の高い金融サービスを提供しており、こうした業務遂行の過程で、
必ずしも関西アーバン銀行グループ各社に責めはなくとも、様々なトラブルに巻き込まれること等に起因
して損害賠償請求訴訟等を提起されたり、損害に対する賠償を余儀なくされたりする可能性があり、その
帰趨によっては、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪

関西アーバン銀行グループのビジネス戦略が奏功しないリスク
関西アーバン銀行グループは、預貸金ボリュームの増大や手数料収入の増強等、収益拡大を図るための
様々なビジネス戦略を実施しておりますが、以下をはじめとする様々な要因により、これらの戦略が功を
奏しないか、当初想定していた結果をもたらさない可能性があります。
ア

優良中小企業向け貸出及び住宅ローン等個人向け貸出のボリューム増大が進まないこと

イ

他行との競争激化により、リスクに見合った貸出金利の徴求や預金金利の抑制等による利鞘拡大策が
予定通りに進まないこと

⑫

ウ

フィービジネス等による手数料収入の増大が期待通りに進まないこと

エ

経費削減等の効率化を図る戦略が期待通りに進まないこと

オ

店舗統廃合等の効率化を図る戦略が顧客の不満を招くこと

各種の規制及び制度等の変更に伴うリスク
関西アーバン銀行グループは、現時点における銀行法等の各種規則及び法制度に基づいて業務を行って
おります。将来において、法律、規則、政策、実務慣行、会計制度及び税制等が変更された場合には、関
西アーバン銀行グループの業務運営に影響を与え、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に
影響を及ぼす可能性があります。
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⑬

コンプライアンス態勢の整備が奏功しないリスク
関西アーバン銀行グループは現時点における会社法、銀行法、金融商品取引法及び証券取引所が定める
関係規則等の各種の規則及び法制度等に基づいて業務を行っております。
関西アーバン銀行グループは、法令その他諸規則等を遵守すべく、コンプライアンス態勢及び内部管理
態勢の強化を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけ、役職員等に対して適切な指示、指導及びモニ
タリングを行う態勢を整備するとともに、不正行為の防止・発見のための予防策を講じております。しか
し役職員が法令その他諸規則等を遵守できなかった場合、法的な検討が不十分であった場合又は予防策が
効果を発揮せず役職員による不正行為が行われた場合には、不測の損失が発生したり、行政処分や罰則を
受けたり、業務に制限を付されたりするおそれがあり、また、お客さま及びマーケット等からの信用失墜
により、関西アーバン銀行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑭

金融業界、関西アーバン銀行グループに対する否定的な報道
金融業界又は個別行を対象として、様々な問題に関する否定的な内容の報道がなされることがありま
す。これらの中には憶測に基づいたものや、必ずしも正確な事実に基づいていないと思われるものも含ま
れておりますが、報道された内容が正確であるか否かにかかわらず、又は関西アーバン銀行グループが報
道された内容に該当するか否かにかかわらず、これらの報道がお客さまや投資者等の理解・認識に影響を
及ぼすことにより、関西アーバン銀行グループの信用や関西アーバン銀行が発行した有価証券の流通価格
が悪影響を受ける可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】
当社及び両行は、平成 29 年 11 月 14 日付で、平成 30 年４月１日（予定）を効力発生日とし、当社を株式
交換完全親会社、みなと銀行を株式交換完全子会社とする株式交換及び当社を株式交換完全親会社、関西
アーバン銀行を株式交換完全子会社とする株式交換を行うこととする本株式交換契約を締結致しました。
本株式交換の目的、本株式交換の条件等につきましては、前記「第一部

組織再編成に関する情報

第１

組織再編成の概要」をご参照下さい。
また、完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等につきましては、みなと銀行の有価証券報告書（平
成 29 年６月 29 日提出）、関西アーバン銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出）、みなと銀行の
四半期報告書（平成 29 年８月４日、平成 29 年 11 月 21 日及び平成 30 年２月１日提出）及び関西アーバン銀
行の四半期報告書（平成 29 年７月 28 日、平成 29 年 11 月 14 日及び平成 30 年１月 26 日提出）をご参照下さ
い。

６【研究開発活動】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、本報告書の準備と
いった、設立及び本統合契約に定められる事項に附帯する業務並びに近畿大阪銀行の経営管理業務を含む本
クロージング日において本経営統合を円滑に行うために持株会社として必要となる業務を除き、実質的な事
業活動を行っていないため、該当事項はありません。
なお、完全子会社となる両行においても、該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、第１期の決算期を迎
えていないため、該当事項はありません。
なお、完全子会社となる両行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきまして
は、みなと銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出）、関西アーバン銀行の有価証券報告書（平成
29 年６月 29 日提出）、みなと銀行の四半期報告書（平成 29 年８月４日、平成 29 年 11 月 21 日及び平成 30
年２月１日提出）及び関西アーバン銀行の四半期報告書（平成 29 年７月 28 日、平成 29 年 11 月 14 日及び平
成 30 年１月 26 日提出）をご参照下さい。

第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、第１期の決算期を迎
えていないため、該当事項はありません。
なお、完全子会社となる両行の設備投資等の概要につきましては、みなと銀行の有価証券報告書（平成 29
年６月 29 日提出）、関西アーバン銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出）、みなと銀行の四半期
報告書（平成 29 年８月４日、平成 29 年 11 月 21 日及び平成 30 年２月１日提出）及び関西アーバン銀行の四
半期報告書（平成 29 年７月 28 日、平成 29 年 11 月 14 日及び平成 30 年１月 26 日提出）をご参照下さい。

２【主要な設備の状況】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、第１期の決算期を迎
えていないため、該当事項はありません。
なお、完全子会社となる両行の主要な設備の状況につきましては、みなと銀行の有価証券報告書（平成 29
年６月 29 日提出）、関西アーバン銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出）、みなと銀行の四半期
報告書（平成 29 年８月４日、平成 29 年 11 月 21 日及び平成 30 年２月１日提出）及び関西アーバン銀行の四
半期報告書（平成 29 年７月 28 日、平成 29 年 11 月 14 日及び平成 30 年１月 26 日提出）をご参照下さい。

３【設備の新設、除却等の計画】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、本報告書の準備と
いった、設立及び本統合契約に定められる事項に附帯する業務並びに近畿大阪銀行の経営管理業務を含む本
クロージング日において本経営統合を円滑に行うために持株会社として必要となる業務を除き、実質的な事
業活動を行っていないため、該当事項はありません。
なお、完全子会社となる両行の設備の新設、除却等の計画につきましては、みなと銀行の有価証券報告書
（平成 29 年６月 29 日提出）、関西アーバン銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出）、みなと銀
行の四半期報告書（平成 29 年８月４日、平成 29 年 11 月 21 日及び平成 30 年２月１日提出）及び関西アーバ
ン銀行の四半期報告書（平成 29 年７月 28 日、平成 29 年 11 月 14 日及び平成 30 年１月 26 日提出）をご参照
下さい。
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第４【上場申請会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
平成 30 年４月１日時点の当社の状況は以下のとおりとなる予定です。

①【株式の総数】
種
類
普通株式
計

発行可能株式総数（株）
900,000,000
900,000,000

②【発行済株式】
種

類

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

発行数（株）

普通株式

計

373,269,485

東京証券取引所市場
第一部

373,269,485

―

内

容

完全議決権株式であり、
剰余金の配当に関する請
求権その他の権利内容に
何ら限定のない、当社に
おける標準となる株式で
あります。なお、当社は
種類株式発行会社ではあ
りません。単元株式数は
100 株であります。
―

（２）【新株予約権等の状況】
みなと銀行が発行した新株予約権は、本株式交換の効力発生日をもって消滅し、同日付で当該新株予約権
の新株予約権者に対して、これに代わる当社の新株予約権を交付致します。当社が交付する新株予約権の内
容は以下のとおりです。

①

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第１回新株予約権
区

本株式交換の効力発生日現在（予定）
（平成 30 年４月１日）

分

新株予約権の数

320 個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数

該当事項なし

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式（注）２

新株予約権の目的となる株式の数

75,840 株（注）３

新株予約権の行使時の払込金額

１株当たり１円（注）４

新株予約権の行使期間

平成 30 年４月１日から平成 54 年７月 20 日まで

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

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の
発行価格
1円
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
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増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを
切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増
加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。
新株予約権の行使の条件

本株式交換契約別紙２の 10 をご参照下さい。

新株予約権の譲渡に関する事項

本株式交換契約別紙２の６をご参照下さい。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

本株式交換契約別紙２の８をご参照下さい。

（注）１

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第１回新株予約権の個数です。本株式交換に際し
て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時に当該新株予約
権者が所有する当該新株予約権の総数と同数の株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第１回
新株予約権１個を交付します。但し、株式会社みなと銀行第１回新株予約権の行使等により変動す
る可能性があります。

２

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社
における標準となる株式であります。

３

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第１回新株予約権の個数(320 個）につき、割当対
象者毎の新株予約権保有数に 237 を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。但し、か
かる新株予約権の目的となる株式の数は、（注）１と同じ理由により変動する可能性があります。

４

②

本株式交換契約別紙２の３をご参照下さい。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第２回新株予約権
区

本株式交換の効力発生日現在（予定）
（平成 30 年４月１日）

分

新株予約権の数

299 個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数

該当事項なし

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式（注）２

新株予約権の目的となる株式の数

70,863 株（注）３

新株予約権の行使時の払込金額

１株当たり１円（注）４

新株予約権の行使期間

平成 30 年４月１日から平成 55 年７月 19 日まで

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

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の
発行価格
1円
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを
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②

切り上げる。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増
加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。

新株予約権の行使の条件

本株式交換契約別紙４の 10 をご参照下さい。

新株予約権の譲渡に関する事項

本株式交換契約別紙４の６をご参照下さい。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

本株式交換契約別紙４の８をご参照下さい。

（注）１

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第２回新株予約権の個数です。本株式交換に際し
て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時に当該新株予約
権者が所有する当該新株予約権の総数と同数の株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第２回
新株予約権１個を交付します。但し、株式会社みなと銀行第２回新株予約権の行使等により変動す
る可能性があります。

２

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社
における標準となる株式であります。

３

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第２回新株予約権の個数(299 個）につき、割当対
象者毎の新株予約権保有数に 237 を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。但し、か
かる新株予約権の目的となる株式の数は、（注）１と同じ理由により変動する可能性があります。

４

③

本株式交換契約別紙４の３をご参照下さい。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第３回新株予約権
区

本株式交換の効力発生日現在（予定）
（平成 30 年４月１日）

分

新株予約権の数

283 個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数

該当事項なし

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式（注）２

新株予約権の目的となる株式の数

67,071 株（注）３

新株予約権の行使時の払込金額

１株当たり１円（注）４

新株予約権の行使期間

平成 30 年４月１日から平成 56 年７月 18 日まで

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

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の
発行価格
1円
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを
切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増
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加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。
新株予約権の行使の条件

本株式交換契約別紙６の 10 をご参照下さい。

新株予約権の譲渡に関する事項

本株式交換契約別紙６の６をご参照下さい。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

本株式交換契約別紙６の８をご参照下さい。

（注）１

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第３回新株予約権の個数です。本株式交換に際し
て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時に当該新株予約
権者が所有する当該新株予約権の総数と同数の株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第３回
新株予約権１個を交付します。但し、株式会社みなと銀行第３回新株予約権の行使等により変動す
る可能性があります。

２

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社
における標準となる株式であります。

３

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第３回新株予約権の個数(283 個）につき、割当対
象者毎の新株予約権保有数に 237 を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。但し、か
かる新株予約権の目的となる株式の数は、（注）１と同じ理由により変動する可能性があります。

４

④

本株式交換契約別紙６の３をご参照下さい。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第４回新株予約権
区

本株式交換の効力発生日現在（予定）
（平成 30 年４月１日）

分

新株予約権の数

195 個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数

該当事項なし

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式（注）２

新株予約権の目的となる株式の数

46,215 株（注）３

新株予約権の行使時の払込金額

１株当たり１円（注）４

新株予約権の行使期間

平成 30 年４月１日から平成 57 年７月 17 日まで

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

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の
発行価格
1円
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを
切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増
加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。
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新株予約権の行使の条件

本株式交換契約別紙８の 10 をご参照下さい。

新株予約権の譲渡に関する事項

本株式交換契約別紙８の６をご参照下さい。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

本株式交換契約別紙８の８をご参照下さい。

（注）１

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第４回新株予約権の個数です。本株式交換に際し
て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時に当該新株予約
権者が所有する当該新株予約権の総数と同数の株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第４回
新株予約権１個を交付します。但し、株式会社みなと銀行第４回新株予約権の行使等により変動す
る可能性があります。

２

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社
における標準となる株式であります。

３

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第４回新株予約権の個数(195 個）につき、割当対
象者毎の新株予約権保有数に 237 を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。但し、か
かる新株予約権の目的となる株式の数は、（注）１と同じ理由により変動する可能性があります。

４

⑤

本株式交換契約別紙８の３をご参照下さい。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第５回新株予約権
区

本株式交換の効力発生日現在（予定）
（平成 30 年４月１日）

分

新株予約権の数

370 個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数

該当事項なし

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式（注）２

新株予約権の目的となる株式の数

87,690 株（注）３

新株予約権の行使時の払込金額

１株当たり１円（注）４

新株予約権の行使期間

平成 30 年４月１日から平成 58 年７月 21 日まで

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

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の
発行価格
1円
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを
切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増
加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。

新株予約権の行使の条件

本株式交換契約別紙 10 の 10 をご参照下さい。
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新株予約権の譲渡に関する事項

本株式交換契約別紙 10 の６をご参照下さい。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

本株式交換契約別紙 10 の８をご参照下さい。

（注）１

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第５回新株予約権の個数です。本株式交換に際し
て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時に当該新株予約
権者が所有する当該新株予約権の総数と同数の株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第５回
新株予約権１個を交付します。但し、株式会社みなと銀行第５回新株予約権の行使等により変動す
る可能性があります。

２

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社
における標準となる株式であります。

３

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第５回新株予約権の個数(370 個）につき、割当対
象者毎の新株予約権保有数に 237 を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。但し、か
かる新株予約権の目的となる株式の数は、（注）１と同じ理由により変動する可能性があります。

４

⑥

本株式交換契約別紙 10 の３をご参照下さい。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第６回新株予約権
区

本株式交換の効力発生日現在（予定）
（平成 30 年４月１日）

分

新株予約権の数

319 個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数

該当事項なし

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式（注）２

新株予約権の目的となる株式の数

75,603 株（注）３

新株予約権の行使時の払込金額

１株当たり１円（注）４

新株予約権の行使期間

平成 30 年４月１日から平成 59 年７月 21 日まで

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

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の
発行価格
1円
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを
切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増
加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。

新株予約権の行使の条件

本株式交換契約別紙 12 の 10 をご参照下さい。

新株予約権の譲渡に関する事項

本株式交換契約別紙 12 の６をご参照下さい。
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代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

本株式交換契約別紙 12 の８をご参照下さい。

（注）１

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第６回新株予約権の個数です。本株式交換に際し
て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時に当該新株予約
権者が所有する当該新株予約権の総数と同数の株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第６回
新株予約権１個を交付します。但し、株式会社みなと銀行第６回新株予約権の行使等により変動す
る可能性があります。

２

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社
における標準となる株式であります。

３

平成 29 年９月 30 日現在の株式会社みなと銀行第６回新株予約権の個数(319 個）につき、割当対
象者毎の新株予約権保有数に 237 を乗じ端数を切り捨てた数の合計を記載しております。但し、か
かる新株予約権の目的となる株式の数は、（注）１と同じ理由により変動する可能性があります。

４

本株式交換契約別紙 12 の３をご参照下さい。

（３）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
平成 29 年
11 月 14 日
(注) １
平成 29 年
12 月７日
(注) ２
平成 30 年
３月 15 日
平成 30 年
４月１日
(注) ３

（注）１
２

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(円)

資本金残高
(円)

資本準備金
増減額
(円)

資本準備金残高
(円)

530,675

530,675

250,000,993

250,000,993

250,000,992

250,000,992

62,278,950

62,809,625

29,339,613,345

29,589,614,337

―

―

―

29,589,614,338

△29,589,614,337
（予定）

0
（予定）

310,459,860
（予定）

373,269,485
（予定）

―

29,589,614,338

―

未定

29,339,613,345 29,589,614,338

発行済株式数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものであります。
普通株式の発行による増加であります。
有償第三者割当（普通株式）
発行価格
割当先

３

１株当たり 942.2 円

資本組入額

りそなホールディングス

本株式交換に伴う新株発行によるものであります。
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１株当たり 471.1 円

（５）【所有者別状況】
平成 30 年４月１日現在（予定）
区分
株主数(人)
所有株式数(単
元)
所有株式数の割
合(％)

政府及び
地方公共
団体
―

金融機関

株式の状況(１単元の株式数 100 株)
外国法人等
金融商品
その他の
取引業者
法人
個人以外
個人

個人その
他

計

単元未満株
式の状況
(株)

44

32

1,905

139

10

11,842

13,972

―

―

1,038,872

19,819

2,348,251

132,298

447

186,671

3,726,358

633,685

―

27.88

0.53

63.02

3.55

0.01

5.01

100.00

―

（注）本報告書提出日現在において判明している両行の株主の状況及び本公開買付けの結果に基づき当社が確認
できる範囲で記載しております。なお、信託銀行に係る信託口の所有株式数等については、当該両行の株
主の状況及び本公開買付けの結果から当社が合理的に推測できる範囲で計算等を行っております。

（６）【大株主の状況】
平成 30 年４月１日現在（予定）
氏名又は名称
株式会社りそな
ホールディングス
株式会社三井住友銀行
日本トラスティ・サー
ビス信託銀行株式会社
（信託口）
銀泉株式会社
株式会社セディナ
ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨ
ＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ
ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴ
Ｓ ＡＣＣＯＵＮＴ
ＥＳＣＲＯＷ
日本生命保険相互会社
三井住友カード株式会
社
みなと銀行従業員持株
会
日本トラスティ・サー
ビス信託銀行株式会社
（信託口９）

計

住

所

所有株式数(株)

東京都江東区木場一丁目５番
65 号
東京都千代田区丸の内一丁目１
番２号
東京都中央区晴海一丁目８番
11 号
東京都千代田区九段南三丁目９
番 15 号
名古屋市中区丸の内三丁目 23
番 20 号
５ＴＨ ＦＬＯＯＲ， ＴＲＩ
ＮＩＴＹ ＴＯＷＥＲ ９，
ＴＨＯＭＡＳ ＭＯＲＥ ＳＴ
ＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ， Ｅ
１Ｗ １ＹＴ， ＵＮＩＴＥＤ
ＫＩＮＧＤＯＭ
東京都千代田区丸の内一丁目６
番６号 日本生命証券管理部内
大阪市中央区今橋四丁目５番
15 号
神戸市中央区三宮町二丁目１番
１号
東京都中央区晴海一丁目８番
11 号

－

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

190,721,180

51.09

79,231,815

21.22

5,008,304

1.34

4,659,384

1.24

3,551,318

0.95

3,014,002

0.80

2,894,193

0.77

2,290,118

0.61

2,195,726

0.58

2,136,055

0.57

373,269,485

100.00

（注）本報告書提出日現在において判明している両行の株主の状況及び本公開買付けの結果に基づき当社が確認
できる範囲で記載しております。なお、信託銀行に係る信託口の所有株式数等については、当該両行の株
主の状況及び本公開買付けの結果から当社が合理的に推測できる範囲で計算等を行っております。
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（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
平成 30 年４月１日現在（予定）
区

分

株式数(株)

議決権の数(個)

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

―

―

―

3,726,358

完全議決権であり、剰余
金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら
限定のない、当社におけ
る標準となる株式であり
ます。なお、当社は種類
株式発行会社ではありま
せん。単元株式数は 100
株であります。

―

1 単元(100 株)未満の株式

完全議決権株式(その他)

単元未満株式

普通株式
372,635,800

普通株式
633,685

内

容

発行済株式総数

373,269,485

―

―

総株主の議決権

―

3,726,358

―

②【自己株式等】
当社は、自己株式を保有しておりません。

（８）【ストックオプション制度の内容】
当社のストック・オプション制度は、以下のとおりとなる予定です。

①

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第１回新株予約権

決議年月日

平成 24 年６月 28 日（注）１

付与対象者の区分及び人数（注）２

みなと銀行取締役７名（うち、社外取締役１名）、みなと銀行執行
役員 12 名

新株予約権の目的となる株式の種類

「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
同上
る事項

（注）１
２

株式会社みなと銀行第１回新株予約権の決議年月日です。
株式会社みなと銀行第１回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
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②

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第２回新株予約権

決議年月日

平成 25 年６月 27 日（注）１

付与対象者の区分及び人数（注）２

みなと銀行取締役７名（うち、社外取締役１名）、みなと銀行執行
役員 12 名

新株予約権の目的となる株式の種類

「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
同上
る事項

（注）１
２

③

株式会社みなと銀行第２回新株予約権の決議年月日です。
株式会社みなと銀行第２回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第３回新株予約権

決議年月日

平成 26 年６月 27 日（注）１

付与対象者の区分及び人数（注）２

みなと銀行取締役７名（うち、社外取締役１名）、みなと銀行執行
役員 16 名

新株予約権の目的となる株式の種類

「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
同上
る事項

（注）１
２

④

株式会社みなと銀行第３回新株予約権の決議年月日です。
株式会社みなと銀行第３回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第４回新株予約権

決議年月日

平成 27 年６月 26 日（注）１

付与対象者の区分及び人数（注）２

みなと銀行取締役７名（うち、社外取締役２名）、みなと銀行執行
役員 17 名
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新株予約権の目的となる株式の種類

「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
同上
る事項

（注）１
２

⑤

株式会社みなと銀行第４回新株予約権の決議年月日です。
株式会社みなと銀行第４回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第５回新株予約権

決議年月日

平成 28 年６月 29 日（注）１

付与対象者の区分及び人数（注）２

みなと銀行取締役７名（うち、社外取締役２名）、みなと銀行執行
役員 17 名

新株予約権の目的となる株式の種類

「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
同上
る事項

（注）１
２

⑥

株式会社みなと銀行第５回新株予約権の決議年月日です。
株式会社みなと銀行第５回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第６回新株予約権

決議年月日

平成 29 年６月 29 日（注）１

付与対象者の区分及び人数（注）２

みなと銀行取締役８名（うち、社外取締役２名）、みなと銀行執行
役員 19 名

新株予約権の目的となる株式の種類

「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上
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新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
同上
る事項

（注）１
２

株式会社みなと銀行第６回新株予約権の決議年月日です。
株式会社みなと銀行第６回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。

２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。

３【配当政策】
当社は、いわゆるテクニカル上場により平成 30 年４月１日より東京証券取引所に上場する予定であり、上
場後は、銀行持株会社の公共性に鑑み、当社の資本・財務政策上の課題のバランスに配慮して必要な自己資
本比率を確保することに留意しつつ、安定的な配当を継続することを基本方針としております。
なお、本株式交換契約により、当社は、本株式交換契約の締結日から本株式交換の効力発生日までの間の
いずれかの日を基準日とする剰余金の配当を行わないものとしております。
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項に
ついては、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
当社の剰余金の配当の基準日は、期末配当については毎年３月 31 日、中間配当については毎年９月 30 日
とする旨を定款で定めております。

４【株価の推移】
当社株式は非上場であるため、当社においては株価の推移はありませんが、当社の完全子会社となる両行
の株価の推移は以下のとおりです。
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（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
①

みなと銀行
回次
決算年月

第 14 期
平成 25 年３月

第 15 期
平成 26 年３月

第 16 期
平成 27 年３月

第 17 期
平成 28 年３月

最高（円）

188

185

328

326

最低（円）

126

152

170

145

（注）１

第 18 期
平成 29 年３月
2,449
(180)
1,624
(142)

最高・最低株価は、平成 25 年７月 16 日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、そ

れ以前は大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。
２

平成 28 年 10 月１日付で株式併合（10 株を１株に併合）を実施したため、第 18 期の株価につい
ては当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、（ ）内に当該株式併合前の最高・最低株価を記載
しております。

②

関西アーバン銀行
回次
決算年月

第 150 期
平成 25 年３月

第 151 期
平成 26 年３月

最高（円）

139

152

最低（円）

93

100

（注）１

第 152 期
平成 27 年３月
1,384
(131)
1,085
(115)

第 153 期
平成 28 年３月

第 154 期
平成 29 年３月

1,535

1,615

1,004

850

最高・最低株価の第 151 期以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、第 150 期は大

阪証券取引所市場第一部におけるものであります。
２

平成 26 年 10 月１日付で普通株式 10 株を１株とする株式併合を実施したため、第 152 期の株価に
ついては当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、（ ）内に当該株式併合前の最高・最低株価を
記載しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
①

みなと銀行
月別
最高（円）
最低（円）

平成 29 年７月
2,160
2,015

８月
2,088
1,920

９月
2,098
1,781

10 月
2,195
2,027

11 月
2,150
2,015

12 月
2,146
2,051

11 月
1,455
1,375

12 月
1,487
1,408

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

②

関西アーバン銀行
月別
最高（円）
最低（円）

平成 29 年７月
1,421
1,300

８月
1,457
1,302

９月
1,483
1,224

10 月
1,502
1,389

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

５【役員の状況】
本株式交換の効力発生日（平成 30 年４月１日）の当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性９名

女性０名

(役員のうち女性の比率０％)
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役名

職名

氏名

生年月日

略歴
昭和59年４月
平成20年４月
平成21年６月
平成23年６月
平成24年４月
平成25年４月

代表取締役
兼社長執行
役員

菅

哲 哉 昭和36年４月３日生 平成25年４月
平成25年６月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年11月

代表取締役

昭和51年４月
平成16年４月
平成19年４月
平成22年５月
平成22年６月
橋 本 和 正 昭和28年４月３日生 平成26年４月
平成26年６月
平成28年６月
平成30年４月
昭和55年４月
平成14年10月
平成16年４月
平成18年４月
平成20年４月
平成22年４月

代表取締役

服 部 博 明 昭和31年12月４日生 平成24年４月
平成27年５月
平成27年６月
平成28年４月
平成30年４月
昭和59年４月
平成20年４月
平成20年９月
平成21年８月
平成22年４月
平成22年６月

代表取締役

中 前 公 志 昭和36年１月30日生

平成23年６月
平成24年３月
平成24年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成25年４月

143

株式会社大和銀行 入行
株式会社りそな銀行 執行役員
大阪地域担当(市外北ブロック担
当)
同 執行役員 大阪地域担当(市外
南ブロック担当)
同 常務執行役員 地域サポート
部担当
同 常務執行役員 経営管理部担
当
同 取締役兼執行役員 経営管理
部担当
株式会社りそなホールディング
ス 代表執行役 グループ戦略部
担当兼購買戦略部担当
同 取締役兼代表執行役 グルー
プ戦略部担当兼購買戦略部担当
株式会社りそな銀行 代表取締役
副社長兼執行役員 経営管理部担
当(現職)
株式会社りそなホールディング
ス 取締役兼代表執行役 グルー
プ戦略部担当(現職)
当社 代表取締役兼社長執行役員
(現職)
株式会社住友銀行 入行
株式会社三井住友銀行 執行役員
同 常務執行役員
銀泉株式会社 顧問
同 代表取締役社長
株式会社関西アーバン銀行 顧問
同 頭取(代表取締役)兼最高執行
責任者
同 取締役会長兼頭取(代表取締
役)(現職)
当社 代表取締役
株式会社太陽神戸銀行(現 株式
会社三井住友銀行) 入行
株式会社三井住友銀行 岸和田法
人営業部長
同 西宮法人営業部長
同 堂島法人営業第一部長
同 神戸法人営業第二部長
同 執行役員 神戸法人営業本部
長
同 常務執行役員
神戸法人営業本部長兼中四国法
人営業本部長
株式会社みなと銀行 副頭取執行
役員
同 代表取締役副頭取 兼副頭取
執行役員
同 代表取締役頭取 兼最高執行
役員(現職)
当社 代表取締役
近畿相互銀行 入行
株式会社近畿大阪銀行 執行役員
経営企画部長兼 秘書室担当
同 執行役員 経営企画部長
同 執行役員 経営企画部副担当
(経営改革プロジェクト)
同 取締役兼執行役員 経営企画
部副担当(経営改革プロジェク
ト)兼財務部担当兼秘書室担当
同 取締役兼常務執行役員 経営
企画部副担当(経営改革プロジェ
クト)兼財務部担当兼秘書室担当
同 取締役兼常務執行役員 経営
企画部担当兼財務部担当
同 取締役兼常務執行役員 経営
管理部担当
同 代表取締役兼専務執行役員
経営管理部担当
株式会社りそな銀行 取締役
株式会社近畿大阪銀行 代表取締
役社長兼執行役員 内部監査部担
当(現職)
株式会社りそなホールディング
ス 執行役 グループ戦略部(近畿

任期

所有株式数
(株)

(注)２

―

(注)２

18,715

(注)２

12,305

(注)２

―

役名

職名

氏名

生年月日

略歴
平成30年４月
昭和62年４月
平成16年４月
平成16年９月
平成16年10月
平成18年３月
平成19年10月
平成20年４月

取締役
(監査等委員)

楠

見 憲 久 昭和39年７月25日生

平成20年10月
平成21年10月
平成21年10月
平成25年７月
平成26年４月
平成27年４月
平成29年４月
平成30年４月
昭和53年４月
平成12年10月
平成16年４月
平成16年４月

取締役
（非常勤）

磯

野

薫 昭和31年２月21日生 平成16年６月
平成19年６月
平成21年６月
平成21年６月
平成22年６月

社外取締役
(監査等委員)

大

平成29年11月
平成30年４月
昭和44年４月
平成15年６月
平成17年４月
平成17年６月
橋 忠 晴 昭和19年11月９日生 平成21年６月
平成25年６月
平成25年６月
平成30年４月
昭和54年１月
平成３年６月
平成８年６月
平成15年６月
平成15年６月

社外取締役
(監査等委員)

安

田 隆 二 昭和21年４月28日生 平成16年４月
平成19年４月
平成19年６月
平成21年６月
平成25年６月
平成27年６月
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大阪銀行経営管理)担当(現職)
当社 代表取締役
株式会社大和銀行 入行
株式会社りそな銀行 大阪北地域
オペレーションオフィサー
株式会社りそなホールディング
ス 業務サービス部 グループ
リーダー
同 購買戦略部 グループリー
ダー
株式会社りそな銀行 くずは支店
長
同 くずは支店 お客さまサービ
ス部長
同 北浜・南森町エリア 営業第
二部長
同 天六・南森町エリア 営業第
二部長
株式会社りそなホールディング
ス コーポレートガバナンス事務
局部長
株式会社りそな銀行 コーポレー
トガバナンス事務局部長
同 新大阪駅前支店 支店統括部
長兼営業第一部長
同 新大阪駅前支店長兼営業第一
部長
株式会社埼玉りそな銀行 人材
サービス部長
株式会社近畿大阪銀行 常勤社外
監査役(現職)
当社 取締役(監査等委員)
株式会社日本長期信用銀行 入行
株式会社新生銀行 市場リスク管
理部長
株式会社りそなホールディング
ス 執行役 リスク統括部担当兼
コンプライアンス統括部担当
株式会社りそな銀行 執行役 リ
スク統括部担当兼コンプライア
ンス統括部担当
株式会社奈良銀行 社外取締役
株式会社近畿大阪銀行 社外取締
役
株式会社りそなホールディング
ス 執行役
同 取締役 監査委員会委員長
同 取締役 監査委員会委員(現
職)
当社 取締役(監査等委員)
当社 取締役(非常勤)
川崎重工業株式会社 入社
同 常務取締役
同 取締役副社長
同 取締役社長
同 取締役会長
同 相談役(現職)
株式会社みなと銀行 社外取締役
(現職)
当社 取締役(監査等委員)
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー 入社
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー ディレクター
Ａ．Ｔ．カーニーアジア総代表
株式会社ジェイ・ウィル・パー
トナーズ 取締役会長
株式会社大和証券グループ本社
社外取締役
一橋大学大学院国際企業戦略研
究科教授
株式会社ふくおかフィナンシャ
ルグループ 社外取締役
ソニー株式会社 社外取締役
株式会社ヤクルト本社 社外取締
役(現職)
オリックス株式会社 社外取締役
(現職)
株式会社ベネッセホールディン

任期

所有株式数
(株)

(注)３

―

(注)２

―

(注)３

3,365

(注)３

―

役名

職名

氏名

生年月日

略歴
平成29年３月
平成30年４月
昭和52年４月

社外取締役
(監査等委員)

（注）１

尾

昭和57年12月
賀 康 裕 昭和30年３月４日生 昭和57年12月
平成９年７月
平成12年７月
平成30年４月

任期

所有株式数
(株)

グス 社外取締役(現職)
一橋大学大学院国際企業戦略研
究科特任教授(現職)
当社 取締役(監査等委員)
トヨタ自動車販売株式会社(現ト
ヨタ自動車)入社
株式会社尾賀亀 入社
同 取締役
(注)３
同 常務取締役
同 代表取締役(現職)
当社 取締役(監査等委員)

―

監査等委員である取締役大橋忠晴氏、安田隆二氏及び尾賀康裕氏は、会社法第２条第 15 号に定める社
外取締役であります。

２

監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成 30 年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。

３

監査等委員である取締役の任期は、平成 31 年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
ア

会社の機関等
①

会社の機関
当社は、監査等委員会設置会社を採用し、親会社であるりそなホールディングスのガバナンスのもと、
みなと銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行の持株会社としてのガバナンスを発揮させてまいりま
す。
また、主な機関は、株主総会、取締役、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置致します。

②

取締役・取締役会に関する定款の規定
当社の取締役は、９名以内とし、うち２名以上を社外取締役とする旨を定款に定めております。取締役
の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票
によらない旨を定款に定めております。監査等委員以外の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。また、
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除きま
す。）との間に、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に
定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

③

執行役員制度に関する定款の規定
当社は、取締役会の決議によって執行役員を選任し、代表取締役は執行役員にその権限の一部を委譲
し、業務を執行させる旨を定款に定めております。また、執行役員の中から社長執行役員を選定し、社長
執行役員は取締役会の決議を執行し、当社の業務を統轄する旨を定款に定めております。上記制度を導入
することを通じて、業務執行の迅速化と効率化を図るとともに取締役会の監督機能の強化を図ってまいり
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ます。

④

監査等委員に関するに定款の規定
当社の監査等委員は、４名以内とし、過半数を社外取締役とする旨を定款に定めております。監査等委
員である取締役の選任及び任期並びに責任限定契約については、上記②に記載のとおりであります。

⑤

監査等委員以外の取締役及び監査等委員である取締役の報酬等
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、第１期の決算期を
迎えていないため、該当事項はありません。当社は、監査等委員以外の取締役及び監査等委員である取締
役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって
定めます。

⑥

株主総会の普通決議要件
当社は、株主総会及び種類株主総会の普通決議要件について、出席した議決権を行使することができる
株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

⑦

株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第 309 条第２項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することがで
きる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め
ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営
を行うことを目的とするものであります。

⑧

剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある
場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還
元を行うことを目的とするものであります。

⑨

取締役等の責任免除
当社は、会社法第 426 条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に
定めております。

⑩

会計監査人
当社の会計監査人につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任しております。

⑪

社外取締役に関する事項
・社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は２名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
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氏

名

担

当

兼

職

状

況

江副

弘隆

監査等委員

りそな銀行監査役

村上

真輔

監査等委員

埼玉りそな銀行監査役

・上記２氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。

イ

経営理念
長年培ってきたお客さま及び地域社会との関係を深化させるとともに、社員が大きなやり甲斐と誇りを
もって働く、「関西の未来とともに歩む新たなリテール金融サービスモデル」を構築すべく、以下の経営理
念を掲げます。

関西の未来とともに歩む金融グループとして、
お客さまとともに成長します。
地域の豊かな未来を創造します。
変革に挑戦し進化し続けます。

ウ

内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、グループ企業価値の向上に向け、内部統制の有効性を確保するための最適な運用及び整備に努
め、当社に相応しい内部統制の実現を目的として、内部統制に係る基本方針を取締役会において決定してお
ります。

「グループ内部統制に係る基本方針」の概要
当社及び当社グループ各社（※）は「関西みらいフィナンシャルグループ経営理
念」のもと当該基本方針を定め、グループ企業価値の向上に向け、内部統制の有効性
を確保するための最適な運用及び整備に努め、関西みらいフィナンシャルグループに
相応しい内部統制の実現を目指す。また、りそなホールディングスが定める「りそな
Ⅰ．はじめに
グループ経営理念」、「グループ内部統制に係る基本方針」等に基づくりそなグルー
プのグループガバナンスを尊重し、その価値観を共有する。
※会社法第 2 条第 3 号及び会社法施行規則第 3 条に定める会社と定義する。以下、同
様。

Ⅱ．内部統制の
目的
（基本原則）

Ⅲ．内部統制
システムの
構築
（基本条項）

当社及び当社グループ各社は、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準
に従い、以下の 4 つの目的の達成に努めることを、グループの基本原則として定め
る。
１．業務の有効性及び効率性の向上
２．財務報告の信頼性の確保
３．法令等の遵守
４．資産の保全
内部統制の目的を達成するため、グループ共通の「関西みらいフィナンシャルグ
ループ経営理念」のもと、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、
モニタリング、ＩＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）への対応な
ど基本的要素が組み込まれた内部統制システムを整備し、その有効性の確保に努め
る。この方針を踏まえ当社及び当社グループ各社の業務の適正を確保するための体制
整備を行うべく、以下の基本条項を定める。
１．当社及び当社グループ各社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及
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び定款に適合することを確保するための体制に関する事項
２．取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制に関する事項
３．当社及び当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関す
る事項
４．当社及び当社グループ各社の取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保するための体制に関する事項
５．企業集団における業務の適正を確保するための体制（当社グループ各社の取締役
及び執行役員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を含む。）に
関する事項
６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
７．前号の使用人の監査等委員でない取締役からの独立性の確保に関する事項及び監
査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
８．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人並びに
当社グループ各社の取締役、監査役、執行役員及び使用人またはこれらの者から
報告を受けた者の監査等委員会への報告体制に関する事項
９．報告者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制に関する事項
10．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理等に関する事項
11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制に関す
る事項

エ

リスク管理に係る体制整備の状況
当社は、グループにおけるリスク管理を行うにあたっての基本的な方針として「グループリスク管理方
針」を制定し、当社及びその子会社等が遵守すべきリスク管理の基本的な考え方等について定めております。
子会社等においては、当該方針に則り、各々の業務の規模・特性等を踏まえ、リスク管理を行っておりま
す。
体制面では、当社及び子会社である銀行に、リスクカテゴリー毎のリスク管理部署を、また各種リスクを
統合的に管理する統合的リスク管理部署を設置し、管理遂行に必要な権限を付与しております。リスク管理
部署と統合的リスク管理部署は、収益責任部署・営業推進関連部署から分離し、必要な牽制機能を確保して
おります。
統制面では、リスクカテゴリー毎のリスク管理方針に沿って、リスクの特定、その特性を踏まえたリスク
の把握・モニタリング、その結果を踏まえたリスクのコントロール･削減を適切に行うとともに、統合的に捉
えたリスクを経営体力内にコントロールする枠組みを構築しております。

オ

子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「グループ経営管理規程」を制定し、当社及びその子会社である銀行が経営統合の理念に則り、
グループとしての企業価値を高めるための、その子会社等への経営管理を行うにあたっての原則を定めてお
ります。
子会社等のうち、子会社である銀行の経営管理は当社が行い、子会社である銀行を除く国内の子会社等の
経営管理は、原則として当該子会社等の株式を直接所有している銀行が行います。当社は株式を直接所有し
ている銀行に対する経営管理を通じて、当該子会社等の経営管理を行うとともに、必要に応じて、当社も当
該子会社等に対して直接経営管理を行うことができることとしております。
当社及び当該子会社等の株式を直接所有している銀行は、子会社等の有する情報について、法令及び規則
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等に抵触しない範囲において、定期的にその提供を受けるほか、随時にその提供を求めることができること
としております。

カ

監査の状況
監査部門として、取締役会の下に内部監査部を設置し、内部監査を専ら担当する執行役員を任命する等、業務執
行部署からの独立性を確保いたします。
内部監査部においては、監査等委員会室を除く全ての業務及び業務執行部署を対象として監査を行い、課題・問
題点の改善に向けた提言を行うことにより、業務の健全性・適切性、企業価値の向上に努めてまいります。具体的に
は、内部監査の年度の基本方針及び基本計画を策定し、監査等委員会と意見交換を実施の上、取締役会の承認を
得る旨を規程で定めております。
内部監査の結果については、監査経営会議を経由して社長執行役員及び取締役会に報告する旨を規程に定めて
おります。また、監査等委員会が選定する監査等委員は、監査経営会議の構成員とする旨を規程に定めております。
さらに、課題・問題点の改善提言に基づく監査対象部署の改善状況については、定期的に取り纏めて監査経営会議
に報告するとともに監査等委員に報告する旨を規程に定めております。
内部監査部は会計監査人と定例の協議の機会を持つなど、意思疎通及び情報交換を図るよう連携に努めなければ
ならない旨を規程に定めております。
監査等委員会に関しては、その職務を補助する監査等委員会室の設置やそのスタッフの執行役員からの独立性の
確保、執行役員等が監査等委員会へ報告すべき事項など、会社法等で定められた監査等委員会の職務遂行に必要
な事項を取締役会で決議しております。監査等委員会は、これらを含めた内部統制システムに係る取締役会での決議
内容及び当社の内部統制システムの整備状況を踏まえて監査の基本方針・基本計画を決議する予定であります。ま
た、監査等委員会の審議の概要については、開催の都度、取締役会に報告する旨を規程で定めております。
また、会計監査人からの監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受ける旨を規程で定めておりま
す。
上記のとおり、当社は、経営の透明性と客観性を確保すべく、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査におけ
る相互の連携を通じて、コーポレート・ガバナンスの有効性を発揮するよう努めてまいります。

その他の事項については、未定です。

（２）【監査報酬の内容等】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、第１期の決算期を迎
えていないため、該当事項はありません。

第５【経理の状況】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、第１期の決算期を迎
えていないため、該当事項はありません。
完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、みなと銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日
提出）、関西アーバン銀行の有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出）、みなと銀行の四半期報告書（平
成 29 年８月４日、平成 29 年 11 月 21 日及び平成 30 年２月１日提出）及び関西アーバン銀行の四半期報告書
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（平成 29 年７月 28 日、平成 29 年 11 月 14 日及び平成 30 年１月 26 日提出）をご参照下さい。

第６【上場申請会社の株式事務の概要】
事業年度
定時株主総会
基準日
剰余金の配当の基準日
１単元の株式数
単元未満株式の買取り・買増し
取扱場所
株主名簿管理人
取次所
買取・買増手数料
公告掲載方法

４月１日から３月 31 日まで
６月中
３月 31 日
９月 30 日、３月 31 日
100 株
大阪市中央区北浜四丁目５番 33 号
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社
－
無料
当会社の公告方法は電子公告としております。但し、事故その他やむ
を得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載 URL：https://www.kmfg.co.jp/other/koukoku/
該当事項はありません。

株主に対する特典

（注）当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権
利を行使することができません。
（１）会社法第 189 条第２項各号に掲げる権利
（２）会社法第 166 条第１項の規定による請求をする権利
（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
（４）株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に
請求する権利

第７【上場申請会社の参考情報】
１【上場申請会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第 24 条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】
該当事項はありません。
なお、上場申請会社である当社の完全子会社となる予定のみなと銀行及び関西アーバン銀行が、それぞ
れ最近事業年度の開始日から本報告書提出日までの間において提出した金融商品取引法第 25 条第 1 項各号
に掲げる書類は以下のとおりです。

（１）【組織再編成対象会社が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書】
ア

みなと銀行
事業年度

第 18 期(自

平成 28 年４月１日

平成 29 年６月 29 日関東財務局長に提出
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至 平成 29 年３月 31 日)

イ

関西アーバン銀行
事業年度

第 154 期(自

平成 28 年４月１日

至

平成 29 年３月 31 日)

至

平成 29 年３月 31 日）

平成 29 年６月 29 日関東財務局長に提出
② 【内部統制報告書及びその添付書類】
ア

みなと銀行
事業年度

第 18 期（自

平成 28 年４月１日

平成 29 年６月 29 日関東財務局長に提出

イ

関西アーバン銀行
事業年度

第 154 期（自

平成 28 年４月１日

至

平成 29 年３月 31 日）

平成 29 年６月 29 日関東財務局長に提出

③ 【四半期報告書及び確認書】
ア

みなと銀行
事業年度

第 19 期第１四半期(自 平成 29 年４月１日

至

平成 29 年６月 30 日)

至

平成 29 年９月 30 日)

平成 29 年８月４日関東財務局長に提出
事業年度

第 19 期第２四半期(自 平成 29 年７月１日

平成 29 年 11 月 21 日関東財務局長に提出
事業年度

第 19 期第３四半期(自 平成 29 年 10 月１日

至

平成 29 年 12 月 31 日)

至

平成 29 年６月 30 日)

至

平成 29 年９月 30 日)

平成 30 年２月１日関東財務局長に提出
イ

関西アーバン銀行
事業年度

第 155 期第１四半期(自

平成 29 年４月１日

平成 29 年７月 28 日関東財務局長に提出
事業年度

第 155 期第２四半期(自

平成 29 年７月１日

平成 29 年 11 月 14 日関東財務局長に提出
事業年度

第 155 期第３四半期(自 平成 29 年 10 月１日

至

平成 29 年 12 月 31 日)

平成 30 年１月 26 日関東財務局長に提出
④ 【臨時報告書】
ア

みなと銀行
①の有価証券報告書の提出後、本報告書提出日(平成 30 年３月１日)までに、以下の臨時報告書
を提出しております。
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
平成 29 年７月３日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号、第４号及び第６号の２の規定に基づ
く臨時報告書
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平成 29 年９月 26 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
平成 29 年 12 月 27 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書
平成 30 年２月 26 日に関東財務局長に提出

イ

関西アーバン銀行
①の有価証券報告書の提出後、本報告書提出日(平成 30 年３月１日)までに、以下の臨時報告書
を提出しております。
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
平成 29 年６月 30 日に関東財務局長に提出
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の規定に基づく臨時報告書
平成 29 年９月 27 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号及び第４号の規定に基づく臨時報告書
平成 29 年９月 27 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
平成 29 年 12 月 27 日に関東財務局長に提出

⑤ 【訂正報告書】
ア

みなと銀行
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号、第４号及び第６号の２の規定に基づく

平成 29 年９月 26 日付臨時報告書の訂正報告書を平成 29 年 10 月 17 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号、第４号及び第６号の２の規定に基づく
平成 29 年９月 26 日付臨時報告書の訂正報告書を平成 29 年 11 月 14 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号、第４号及び第６号の２の規定に基づく
平成 29 年９月 26 日付臨時報告書の訂正報告書を平成 29 年 11 月 29 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号、第４号及び第６号の２の規定に基づく
平成 29 年９月 26 日付臨時報告書の訂正報告書を平成 30 年２月 15 日に関東財務局長に提出

イ

関西アーバン銀行
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の規定に基づく平成 29 年９月 27 日

付臨時報告書の訂正報告書を平成 29 年 10 月 13 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号及び第４号の規定に基づく平成 29 年９
月 27 日付臨時報告書の訂正報告書を平成 29 年 10 月 13 日に関東財務局長に提出
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の規定に基づく平成 29 年９月 27 日
付臨時報告書の訂正報告書を平成 29 年 11 月 14 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号及び第４号の規定に基づく平成 29 年９
月 27 日付臨時報告書の訂正報告書を平成 29 年 11 月 14 日に関東財務局長に提出
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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の規定に基づく平成 29 年９月 27 日
付臨時報告書の訂正報告書を平成 29 年 11 月 29 日に関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第３号及び第４号の規定に基づく平成 29 年９
月 27 日付臨時報告書の訂正報告書を平成 30 年２月 15 日に関東財務局長に提出

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】
ア

みなと銀行
みなと銀行 本店
(神戸市中央区三宮町２丁目１番１号)
みなと銀行 大阪支店
(大阪市中央区瓦町４丁目２番 14 号 京阪神瓦町ビル６階)
※みなと銀行東京支店
(東京都中央区日本橋室町４丁目５番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注)

※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便
宜のため縦覧に供する場所としております。

イ

関西アーバン銀行
関西アーバン銀行 本店
(大阪市中央区西心斎橋１丁目２番４号)
関西アーバン銀行 びわこ営業部
(滋賀県大津市中央４丁目５番 12 号)
関西アーバン銀行 京都支店
(京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町 406 番地)
関西アーバン銀行 神戸支店
(兵庫県神戸市中央区御幸通７丁目１番 15 号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第三部【上場申請会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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第四部【上場申請会社の特別情報】
第１【最近の財務諸表】
当社は平成 29 年 11 月 14 日に設立された会社であり、本報告書提出日現在において、第１期の決算期を迎
えていないため、該当事項はありません。

第２【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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