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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ユーシン

証券コード 6985

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 ウェセックス・リミテッド

住所又は本店所在地
ケイマン諸島、ＫＹ1－1209、グランド・ケイマン、23 ライム・ツリー・ベ

イ・アベニュー、スウィート #4-210 ガバナーズ・スクウェア、私書箱32311

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成25年4月18日

代表者氏名 ダレン・ライリー

代表者役職 取締役

事業内容 投資業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

明治安田生命ビル

外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ　弁護士　関田　雅和

電話番号 03（6212）1200

（２）【保有目的】

有価証券リパッケージ取引

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口）

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B 2,679,830 - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 2,679,830 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 2,679,830

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 2,679,830

（注）B, O, T及びUは、新株予約権の行使により生じる1株未満の端数が切り捨てられた数となっております。なお、以下(5)にお

ける数量についても、同様です。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年10月13日現在）
V 27,156,365

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
8.98

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.04

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

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成27年10月21日
新株予約権付社債

券
70,521 0.24 市場外 処分

ワラントの

行使

平成27年11月11日
新株予約権付社債

券
282,087 0.95 市場外 処分

ワラントの

行使
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平成27年11月16日
新株予約権付社債

券
211,565 0.71 市場外 処分

ワラントの

行使

平成27年11月20日
新株予約権付社債

券
141,043 0.47 市場外 処分

ワラントの

行使

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

＜提出者が締結するワラント契約＞

Warrant Agreement (契約当事者：ワラント発行者としてのWessex Limited（以下「Wessex」）、ワラントに係るエージェン

トとしてのThe Bank of New York Mellon（以下「BNYM」）、トラスティーとしての

BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited（以下「BNYMCTS」）及びワラント計算代理人としての

SMBC Nikko Capital Markets Limited（以下「Nikko」）)（Warrant Agreementを変更及び／又は補足するFinal Termsを含

む。）（ワラントの対象となる新株予約権付社債券の数量：1,899,999,338円相当）

＜提出者が締結するTrust Deed＞

Principal Trust Deed（契約当事者：ワラント発行者としてのWessex及びトラスティーとしてのBNYMCTS）並びに

Supplemental Trust Deed（契約当事者：ワラント発行者としてのWessex、トラスティーとしてのBNYMCTS、スワップカウン

ターパーティー兼担保処分代理人兼ワラント計算代理人兼スワップ計算代理人としてのNikko、ワラントに係るエージェント

兼支払代理人としてのBNYM、カストディアンとしてのBNYM及びローンエージェント兼当初貸付人としての株式会社三井住友銀

行）（なお、Principal Trust Deed及びSupplemental Trust Deedに基づき提出者の保有する当該新株予約権付社債券に英国

法担保権が設定され、その対象となる新株予約権付社債券の数量は1,899,999,338円相当である。）

＜提出者が締結する金銭消費貸借契約＞

金銭消費貸借契約(契約当事者：借入人としてのWessex Limited東京支店、トラスティーとしてのBNYMCTS、ワラント計算代理

人兼スワップ計算代理人としてのNikko及びローンエージェント兼当初貸付人としての株式会社三井住友銀行)

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円） 1,899,999

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 1,899,999

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

株式会社三井住友銀行 銀行 國部　毅 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 2 1,899,999

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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