
 

 
 

＜本書は米国向け又は米国内において配布することを目的とするものではありません。＞ 
 

 1

 
本書を米国において公表、配布又は頒布することは禁止されています。本書は、本書に記載の社債

買付けにかかる勧誘を米国向けに行うためのものではありません。本書末尾に記載の注意事項を併

せてご参照ください。 

 
 

平成 24 年 9 月 13 日 
各  位 
 

コバレントマテリアル株式会社 
 
 
当社第 1 回無担保社債の条件変更（償還期限の延長、利息の増額、償還価額の増

額等）に関する社債権者集会の招集及び社債の買付けについて 
 
 

コバレントマテリアル株式会社（以下、「当社」といいます。）は、平成 24 年 7 月 31 日付

「コバレントマテリアル株式会社第 1 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）社債権者

集会招集公告」において、当社の第 1 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ISIN コ

ード：JP330135A829）（以下、「本社債」といいます。）に関して、平成 24 年 9 月 12 日に

社債権者集会を開催する予定である旨公告いたしましたが、社債権者の皆様から検討時間

が足りないとのご指摘を受けたこと等を踏まえて、平成 24 年 9 月 12 日を開催日とする本

集会の招集を撤回し、見直し後の社債権者集会の開催日は 10月 5日とする予定である旨、

平成 24 年 9 月 4 日にお知らせいたしました。当社は、本日の取締役会において、正式に

社債権者集会を開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
また、当社は、平成 24 年 8 月 21 日付「当社第 1 回無担保社債の買付けについて」におい

て、本社債に関する社債権者集会の決議等を条件として、同決議に関する裁判所の認可決

定後、本社債の買付けを行うために、本社債の社債権者の皆様に対して本社債の買付けの

申込み（以下、「本社債買付け」といいます。）の手続を実施することを公表しておりまし

た。当社は、本日の取締役会において、本社債買付けの条件につきましても買付条件の変

更を決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

１．社債条件変更の背景と理由 
当社は、平成 24 年 3 月 29 日に Sino-American Silicon Products Inc.社（台湾）へのシリコン

ウェーハ事業の事業譲渡を完了し、競争力の高いセラミックス事業に経営資源を集中して、

専業メーカーとして収益性を確保し成長を続けられる企業体質の構築に注力しておりま

す。他方、平成 24 年 3 月末期現在において、平成 25 年 2 月を償還期日とする本社債残高
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533 億円の償還をまかなうだけの資金を保持していないことから、同事業年度末において

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、本日現在において

もその状況に変更はありません。かかる状況を解消すべく、不採算事業の抜本的見直し、

早期退職者特別募集の実施及び固定費削減を中心とした構造改革を実施し、収益力の強化

及び資金調達を含めた資金繰りの安定化を図っておりますが、平成 25 年 2 月の償還期日

までに本社債残高全額の償還資金を調達するのは困難な状況にあります。当社の事業継続

のためには早期に財務状況を安定化させ、継続企業の前提にかかる重要な疑義を払拭する

必要があり、本社債の償還期限の一部延長を含む様々な対応につき検討して参りました。

これらの検討を踏まえ、今般、早期の投資回収を希望する社債権者に対する売却機会の提

供を目的として、本集会において議案が可決され裁判所の認可が得られること等を条件と

して、平成 24 年 12 月末日までに、余剰キャッシュフローから必要運転資金を控除した金

額（約 213 億円）を買入代金の上限として、本社債の金額 1 億円につき 7,600 万円でのデ

ィスカウント買入れの申込みを実施する方針を決定するとともに、①213 億円から本社債

買付けにより取得する本社債の買入代金の総額を控除した額又は②平成 24 年 12 月 31 日

現在の当社の連結貸借対照表上の現預金及び流動性証券残高の合計額から金 30 億円及び

上記本社債買付けにより取得する本社債の買入代金の総額（同日までに支払い済みの金額

を除きます。）を減じた額のいずれか大きい金額を、平成 25 年 2 月 18 日に償還（一部償

還）し、残額の償還期限を平成 29 年 2 月 18 日とすることをご提案させていただくことと

いたしました。また、償還期限の延長につき社債権者の皆様のご理解をいただくため、本

社債の金利を、平成 25 年 2 月 19 日以後現在の年 2.87％から年 4.25％に引き上げるととも

に、償還金額についても平成 25 年 2 月 19 日以後半年ごとに年 2.5％の割合で増額するこ

ととする等の条件変更を行うことを併せてご提案させていただくことといたしました。 
 
２．社債条件変更の概要 
償還期限： 上記のとおり、平成 25 年 2 月 18 日に本社債の一部を償還し、残額の償

還期限を 4 年後に延長 
繰上償還： 当社は事前に公告することにより各利息支払日に本社債の全部又は一部

を繰上償還することができる。一部を償還する場合、各本社債の一部を

均等の割合で償還する。 
利率： 平成 25 年 2 月 19 日以後現在の年 2.87％から年 4.25％に引上げ 
償還金額： 平成 25 年 2 月 19 日以後半年毎に年 2.5％の割合で増額 
その他、詳細は後記 3．（4）をご参照ください。 
 
３．本社債に関する社債権者集会の開催 
本社債の条件変更は、下記により開催予定の社債権者集会に諮ったうえで決定されます。

また、本社債権者集会の決議は、裁判所の認可を条件として効力を生じます。 
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記 
(1) 日 時 平成 24 年 10 月 5 日（金曜日）午後 2 時 
(2) 場 所 東京都品川区西五反田八丁目 4 番 13 号 ゆうぽうと 6 階 「芭蕉」の間 
(3) 目的事項 本社債の社債要項の一部を変更する件 
(4) 議案の内容 本社債の社債要項を、以下のとおり変更する。 

（下線は変更箇所を示します。） 
旧 新 

４．利率 
年２.８７パーセント 
 
 

４．利率 
平成２５年２月１８日までは年２.８７

パーセント、平成２５年２月１９日以降

は年４.２５パーセント 

 
６．償還価額 

各社債の金額１００円につき金１００

円 

 

６．償還価額 
第８項に定めるとおりとする。 

８．償還の方法及び期限 

(1) 本社債の元金は、平成２５年２

月１８日（以下「償還期日」と

いう。）にその総額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあ

たるときは、その前銀行営業日

にこれを繰り上げる。 

(3) 本社債の買入消却は、払込期日

日以降、第２０項記載の振替機

別途定める場合を除き、いつで

れを行うことができる。 

の翌

関が

もこ

８．償還の方法及び期限 

(1) 当社は、当社が、各社債の金額

１００円につき７６円で、すべて

の社債権者に対して社債金額上

限２８０億円として買付けの申

込みを行い、①これに従って平成

２４年１０月１５日から平成２

４年１２月３１日までの間に買

い入れる旨合意した本社債の買

入れのために支払った又は支払

う買入代金の総額を２１３億円

から控除した額又は②平成２４

年１２月３１日現在の当社の連

結貸借対照表上の現預金及び流

動性証券残高の合計額から金３

０億円及び上記本社債買入れの

買入代金の総額（支払い済みの金

額を除く。）を減じた額のいずれ

か大きい金額を償還総額の上限

として、各社債の償還額が１００
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万円の整数倍で も大きくなる

額で、平成２５年２月１８日に、

本社債の元金の一部を各社債の

金額１００円につき金１００円

にて償還する。当社は平成２５年

1 月末日までに各社債ごとの償還

額を公告するものとする。 

(2) 残存する本社債の元金は、平成

２９年２月１８日にその総額を

各社債の金額の残存元金１００

円につき金１１０円にて償還す

る。ただし、繰上償還及び償還請

求に伴う償還に関しては、本項第

(3)号又は第(4)号に定めるとこ

ろによる。 

(3) 当社は、３週間前までに公告を

行うことにより、平成２５年２月

１８日以降の各利息支払日に、そ

の時点において未償還の本社債

の元金の全部又は一部を各社債

の金額１００円につき本項第(5)

号に定める価額で、かかる償還す

る日までの経過利息の支払いと

ともに繰上償還することができ

る。 

(4) 償還請求権 

① 社債権者は、Carlyle Japan 

Partners II, L.P. 、 Carlyle 

Jap ernatian Int onal Partners 

II, t L.P.、CJP Co-Investmen  II 

A, L.P.、CJP Co-Investment II B, 

L.P.、Unison Capital Partners 

II, .   (F), L.P 、Unison Capital 

Partners II, L.P. 、 UC Mask 

Investors 2 (F) L.P.、UC Mask 

Investors L.P. 及 び UC Mask 
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Investors (F), L.P.が有する当

社の株主名簿に基づく議決権総

数が当社の総株主が有する議決

権総数の３分の２を下回った場

合、当社が当社の全部又は実質的

に全部の資産若しくは事業を売

却若しくは譲渡した場合又は当

社が事業の全部又は実質的に全

部を停止した場合（合併等の組織

再編又はグループの再編行為に

伴うものであり、かつ、承継会社、

存続会社又は当該再編行為によ

り設立される会社が実質的に全

ての本社債に基づく債務を承継

する場合を除く。）（以下「支配株

主等の変動」という。）には、以

後いつでも当社に対して本社債

の償還を請求することができる。

この場合、当社は、当該償還請求

の効力発生後３０日以内に、償還

請求のあった本社債の全部を各

社債の金額１００円につき本項

第(5)号に定める価額で償還す

る。 

当社は、支配株主等の変動が② 

発生したときは、直ちに支配株主

等の変動が発生したことその他

当社が必要と判断する事項を第

１５項に従い公告するとともに、

第１３項に定める支払代理人に

対し通知するものとする。 

償還請求しようとする社債権③ 

者は、償還請求期間中に当社が定

める合理的な手続に従い、当社に

対し 行う旨を通知て償還請求を

する。当社に対し償還請求に要す
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る事項を通知した者は、その後こ

れを撤回することはできない。 

本社債の償還請求の効力は、④ 

償還請求に要する事項の通知が

当社に到着した日に発生する。 

項第(3)号及び第(4)号により(5) 本

本社債を償還する場合の償還価

額は、各社債の金額１００円につ

き次の価額とする。 

平成２５年２月１９日から① 

平成 年８月１８日までの期２５

間については金１０１円２５銭 

② 平成２５年８月１９日から

平成２６年２月１８日までの期

間については金１０２円５０銭 

③ 平成２６年２月１９日から

平成２６年８月１８日までの期

間については金１０３円７５銭 

④ 平成２６年８月１９日から

平成２７年２月１８日までの期

間については金１０５円 

⑤ 平成２７年２月１９日から

平成２７年８月１８日までの期

間については金１０６円２５銭 

⑥ 平成２７年８月１９日から

平成２８年２月１８日までの期

間については金１０７円５０銭 

⑦ 平成２８年２月１９日から

平成２８年８月１８日までの期

間については金１０８円７５銭 

⑧ 平成２８年８月１９日から

平成２９年２月１８日までの期

間については金１１０円 

(6) 本項第(1)号及び第(3)号の規定

により本社債の一部を償還する

場合、各本社債の一部を均等の割
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合で償還するものとする。 

 (7) 償還すべき日（本項第(3)号の規

定により本社債を繰上償還する

日を含み、以下「償還期日」とい

う。）が銀行休業日にあたるとき

は、その前銀行営業日にこれを繰

り上げる。 

(8) 本社債の買入消却は、払込期日の

以降、第２０項記載の振替機関が

定める場合を除き、いつでもこれ

うことができる。 

翌日

別途

を行

 
11．財務上の特約 

(1) 担保提供制限 

当社は、当社が国内で既に発行

した、又は当社が国内で今後発

行する他の無担保社債（ただし、

本項第(2)号で定義する担付切

換条項が特約されている無担保

社債を除く。）に担保権を設定す

る場合には、本社債にも担保付

社債信託法に基づき、同順位の

担保権を設定する。 

 その他の条項(2)  

本社債には担付切換条項等その

他の財務上の特約は付されてい

ない。担付切換条項とは、純資

産額維持条項等当社の財務指標

に一定の事由が生じた場合に期

限の利益を喪失する旨の特約を

解除するために担保権を設定す

る旨の特約又は当社が自らいつ

でも担保権を設定することがで

きる旨の特約をいう。 

11．財務上の特約 

(1) 担保提供制限 

当社は、本社債に未償還残高があ

る限り、負債（以下に定義する。）

を担保するために、自己の現在保

有する資産又は将来取得する資

産に約定担保権を設定せず、ま

た、その子会社が自己のかかる資

産に約定担保権を設定すること

を認めないことを約する。ただ

し、本社債がかかる担保権により

担保される債務と同等の順位及

び比率で、かかる担保権により担

保される旨の有効な規定を設け

た場合又は本社債の全部を償還

するために行う借入のために約

定担保権を設定する場合はこの

限りでない。また、当社又はその

子会社は、その残存総額が３０億

円以下である負債を担保する場

合には、当社又はその子会社の資

産に担保権を設定することがで

きる。さらに、以下の担保権につ

いては、上記の制約を受けない。
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a. 株式会社国際協力銀行からの

借入のために行う輸出品の担保

提供であって、かつ、かかる担保

提供が法令で義務付けられてい

る場合。 

b. 資産取得を目的とする借入金

につきかかる取得資産を担保提

供する場合。 

担保権が設定された資産を新c. 

たに取得する場合（合併、株式交

換 割その他、株式移転又は会社分

の組織再編による場合を含む。）。

d. 新たに子会社となった会社が

そ 提供していの資産につき担保

る場合。 

平成２４年９月１３日現在にe. 

おいて有効に担保提供されてい

る場合（以下、かかる担保の被担

保 保付債権」とい債権を「既存担

う。）。 

既存担保付債権若しくは本項f. 

に る担保に係る被より許容され

担保債務の更新又は借換えに伴

う担保の設定又は担保の差替え

を行う場合。 

原材料の購入に際して当該購g. 

入 提供その先に対して行う担保

他当社又はその子会社の通常の

業務過程において必要となる担

保提供。 

第(1)号において、「負債」と本項

は、社債、借入その他の債務を指

すものとする。 

債基金(2) 減  

は、①平成２５年９月３０日当社

に終了する中間会計期間以降の
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各 間会計期間事業年度末及び中

末に終了する６か月間の超過キ

ャッシュフロー（以下に定義す

る。）の７５％相当額（ただし、

当該事業年度末又は中間会計期

間末の連結貸借対照表における

現金及び預金から超過キャッシ

ュフローの７５％相当額を控除

した額が３０億円を下回る場合

は、当該現金及び預金から３０億

円を控除した額とし、現預金が３

０億円以下であるときは、零とす

る。）及び②当社保有資産の売却

による純手取金（売却代金から当

該資産の被担保債権に対する弁

済額及び合理的な手数料等の費

用を控除した金額）の９０％相当

額（本項第(1)号において許容さ

れる担保の対象資産の売却、通常

の業務過程において行われる資

産の売却、及び純手取金が１億円

未満である場合を除く。）を、①

については各事業年度及び中間

会計期間にかかる決算の公表日

から７営業日以内に、②について

は手取金受領後７営業日以内に、

本社債及び既存担保付債権の債

権者のための減債基金として、当

社が減債基金の積立てのみを目

的として当社が与信を受けてい

ない金融機関（但し、既存担保付

債権が残存する間においては、当

該既存担保付債権の債権者であ

る金融機関とすることができ

る。）において開設・維持する銀

行口座に入金し、これを積み立て
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るものとする。当社は、減債基金

に積み立てられた資金につき、本

社債又は既存担保付債権の償還

又は弁済以外の目的で使用しな

いことを約する。但し、既存担保

付債権の債権者のために当該既

存担保付債権をその残高の範囲

内で担保するための担保権を設

定することはできる。 

本項第(2)号において、「超過キャ

ッシュフロー」とは、当社連結財

務諸表又は半期連結財務諸表に

おける営業利益に減価償却費及

びのれん償却費を加えた額から、

有形及び無形固定資産の取得に

よる支出、利息の支払額、担保付

債務の元本弁済（任意弁済を除

く。）による支出、法人税等の支

払額、売上債権の増減額、たな卸

資産の増減額及び仕入債務の増

減額を控除（売上債権及びたな卸

資産は増加額を控除し減少額を

加えるものとし、仕入債務は減少

額を控除し増加額を加えるもの

とする。）した額をいうものとし、

計算の結果算出された金額が負

の値となるときは、零とする。 

 支払制限(3)  

当社は、本社債に未償還残高があ

る限り、本社債に劣後する負債の

元本及び利息の弁済、優先株式の

取得（株主の取得請求権の行使に

よる取得を含む。）、並びに株主へ

の剰余金の配当を行わないこと

を約する。 

(4) 負債制限 
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当社は、本社債に未償還残高があ

る限り、本項第(1)号で許容され

ている担保権に関連するものを

除き、社債又は借入れにかかる負

債を負わないことを約する。 

 
14．期限の利益喪失に関する特約 

(2) 当社が第１１項第(1)号の規定

に違背したとき。 

 

14． に関する特約 

(2)

期限の利益喪失

 当社が第１１項の規定に違背

し、かつ３０日間継続したとき。

 
（新設） 22．社債権者に対する定期報告 

 当社は、各半期末日から４５(1) 日

以内に、当該半期に係る連結財務

諸表を、当社ウェブサイトに掲示

することにより公表する。 

 当社は、各事業年度末日から６(2)

０日以内に、当該事業年度に係る

連結財務諸表を、当社ウェブサイ

トに掲示することにより公表す

る。 

当社は、本項第(1)号又は第(2)号(3) 

に従 ブサい連結財務諸表を当社ウェ

イトに掲示後、実務上可能な限り速や

かに（ただし、遅くとも連結財務諸表

の掲示後１０日以内に）、当該決算に

関する説明会を行うものとする。かか

る説 おいては、当社の取締役が明会に

決算についての説明を行い、社債権者

が当社の経営陣に質問するための時

間を設けるものとする。かかる説明会

において、当社は本社債の社債権者が

電話会議システムにより参加できる

ように合理的な努力をするものとす

る。 
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４．本社債買付けの概要 
（1）買付価格 
各社債の金額 1 億円につき 7,600 万円を現金にて買付

ち 6,200 万円を後記（3）記載の応募期間終了後遅滞

行い、1,400 万円を平成 25 年 2 月に支払う予定です。

 
（2）買付社債金額上限 

80 億円（本社債残高全額に対して約 52.5%、上限買付価格 212 億 8,000 万円） 
募総額が上限を超える場合には、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないも

よる株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 32 条に規

定 ん分比例の方式に準じ 法により、本社債の買付けに係る受渡し 他の決済

行う予定で

3）本社債買付けに係る 実施日 
に対する本社債買付けは、本社債条件変更に係る議案が本社債権

こと等を

て手続を開始することを予定して ます。

上記の証券会社での口座開設が必要となることが見込まれます（但し、開設済みである場

に、重ねて開設して頂く必要はありません。）。当該口座開設の際には、日本の法令に従

り、相応の日数を要しますので、応募期間中に

すので、予めご留意ください。 

けを行う予定です。7,600 万円のう

なく支払った上で本社債の受渡しを

 

2
応

のとし、発行者以外

するあ

の者に

た方 その

を す。 
 

手続の（

本社債の社債権者の皆様

者集会において原案通り承認可決され、同決議につき、裁判所の認可が得られる

条件とし おり  
本社債は振替債ですので、当社は、証券保管振替機構の機構参加者である証券会社に買付

けの事務の取扱いを委託する予定です。本社債買付けにご応募頂く社債権者の皆様には、

合

い、本人確認その他一定の手続が必要とな

確実に口座が開設されますように、ご応募頂ける社債権者の皆様には余裕をもって口座開

設の手続をおとりいただきますようお願いします。万一口座開設が遅れますと、本社債買

付けにご応募頂くことができないという事態も想定されま

当該手続に係る応募期間の開始日及び終了日（平成 24 年 11 月末日までの日を予定）並び

に本社債買付けの決済日、本社債買付けの手続きの詳細等につきましては、当該裁判所の

認可決定後、速やかにご案内させていただく予定です。 
 

５．本社債権者集会に関する事務手続日程は、以下のとおりです。 
手続き 日程 備考 

86 条証明書の発行手続 

下記の提示期限ま

でに提示いただけ

るようお手続きを

お願いします。 

下記＜ご参考＞(1)に従いお手続きをお願

いします。 

86 条証明書の提示 ～9 月 27 日 
下記＜ご参考＞ (2)に従いお手続きをお

願いします。（新しい預り証発行依頼書の

様式は別途送りいたします。） 
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議決権の不統一行使を行う方 ～10 月 1 日 

下記＜ご参考＞ (3)に従い「議決権の不統

一行使について（通知）」をご提出下さい。

新しい様式は別途お送りいたします。不統

一行使の理由につ 認させていただいて確

きたいので予めご連絡いただきたくお願

いします。 
下記＜ご参考＞ (4)(A)に従いお手続きを

お願いします。新しい議決権行使書面の様

書面による議決権行使（招集者へ 式は別途お送りいたします。なお、議決権

を行使するには、上記の 86 条証明書をご

提出いただく必要がありますの

～10 月 4 日 
の議決権行使書面の送付） 

で、ご注意

ください。 
下記＜ご参考＞ (4)(B)に従いお手続きを

お願いします。新しい議決権行使書面の様

式は別途お送りいたします。 

社債権者集会への出席及び議決 10 月 5 日 
権行使 

 
 
現在、当社は、金融機関からのご支援をお願いすると

益性を確保 続的

皆様には、 大なご負担

めて深くお詫び申し上げますとともに、不退転の決意

て参る所存であります。今後ともご支援賜りますよ

 
＊社債権者集会に関するお問い合せ先： 
コバレントマテリアル㈱ 
経理部 財務グループ  Tel：03-5437-8405  Fax：03-5437-7254 

 
 

以 上 

注意事項：本書を米国（米国の全ての州及びコロンビア特別区並びに領土を含みます。）向け

に公表、配布、頒布その他発信することは禁止されています。本書は、本書に記載の社債買付

ん。 

ともに、財務体質の強化、安定化に

成長を可能とする企業体質の構築に努

とご迷惑をおかけしますことをあらた

をもって抜本的な事業再生に邁進し

向けた様々な取組みを進め、収

めております。社債権者の

し持

多

うよろしくお願い申し上げます。 
 

電子メールによるお問い合せ先 IR-contact@covalent.co.jp 
 

 

けの米国向け勧誘を構成するものではありませ
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＜

(1

のお手続きは不要となります。） 

 振替社債を保有している社債権者様が議決権を行使するためには、86 条証明書の招集者に対

する提示が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 86 条証明書の提示手続（既に 86 条証明書を当社にご提出されており、その返却を希望されな

い方は、再度のお手続きは不要となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご参考＞ 
) 86 条証明書の発行手続（既にお手続きされている場合で、86 条証明書を直近の上位機関に返

還せず、ご自身または当社にて保管される方は、再度

①ご提出書類  

86 条証明書の発行依頼書 

②ご提出場所  

直近の上位機関 

③ご提出期限  

下記(2)の 86 条証明書の提示期限を考慮の上、お手続きをお願いいたします。 

①ご提出書類  

①86 条証明書 

②預り証発行依頼書（実印）（新しい預り証発行依頼書の様式は別途送りいたします。）

③印鑑証明書（日本国外の社債権者の皆様についてはサイン証明付公証人による認証付

在職証明書で代替可） 

②ご提出場所  

〒141－0032 東京都品川区大崎一丁目 6 番 3 号 

コバレントマテリアル株式会社 経理部財務グループ 

TEL 03-5437-8405 

E-Mail  IR-contact @covalent.co.jp 

③ご提出期限  

平成 24 年 9 月 27 日（木）必着 

 

(注 1) 86 条証明書ご提出後、招集者であるコバレントマテリアル株式会社より「預り証」

が送付されます。 

(注 2) 86 条証明書をご提出いただいている間は、当該社債について譲渡、質入その他の

処分はできません。 
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不統一行使書面の提出手続 (3) 議決権の

 
①ご提出書類  

①議決権の不統一行使について（通知）（新しい様式は別途お送りいたします。） 

 

②ご提出場所  

〒141－0032 東京都品川区大崎一丁目 6 番 3 号 

株式会社 経理部財務グループ 

tact @covalent.co.jp 

コバレントマテリアル

TEL 03-5437-8405 

E-Mail  IR-con

③

1 日（月）必着 

(注) 議決権の不統一行使の理由につき、予め確認させていただきたく、事前に「社債

ご提出期限  

平成 24 年 10 月

 

権者集会に関するお問い合せ先」までご連絡いただきますようお願い申し上げま

す。 
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) 議決権行使手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
(4

（A）事前に書面にて議決権を行使される場合 

① 書類  

印）（新しい様式は別途お送りいたします。） 
ご提出

①議決権行使書面（実

②預り証正本 

②

目 6 番 3 号 

株式会社 経理部財務グループ 

IR-contact @covalent.co.jp 

ご提出場所  

〒141－0032 東京都品川区大崎一丁

コバレントマテリアル

TEL 03-5437-8405 

E-Mail  

③

平成

ご提出期限  

24 年 10 月 4 日（木）午後 5 時 必着 

④86 条証明書の返却手続  

社債権者集会日の翌日以降に、当社より郵送にてお送りします。 

（B）社債権者集会に出席して議決権を行使される場合 

①ご本人様が出席される場合にご持参いただく書類  
①議決権行使書面（実印）（新しい様式は別途お送りいたします。） 
②預り証正本 
③本人確認書類 

②代理人様が出席される場合にご持参いただく書類  
①議決権行使書面（実印）（新しい様式は別途お送りいたします。） 
②預り証正本 
③委任状 

④代理人の本人確認書類 

③86 条証明書の返却手続  
社債権者集会終了後に、当日受付にて預り証と引換えにお渡しする入場票と引換えに

ご返却させていただきます。上記にてご返却できない場合は、本集会日の翌日以降に、

当社より郵送にて預り証発行依頼書の＜ご連絡先＞に記載された住所へお送りします。

 
(注) 社債権者集会に出席される場合にも、議決権行使書面をご提示いただきますよう

お願いいたします。 


