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資本減少、第三者割当増資等による資本再構築に関するお知らせ 

 

平成 17 年 12 月 20 日付「スポンサー候補決定について」にてお知らせのとおり、当社は、森電

機株式会社（コード番号：6993 東証第 2部、以下｢森電機｣という）との間で当社の事業再生支援

に関する基本合意書を締結し、協議を進めて参りましたが、本日同社、サクラダ・ホールディング

ス有限責任中間法人（以下、「ＳＨ」という。）およびサクラダ・バイアウトファンド有限責任中間

法人（以下、「ＳＢＦ」という。）との間でスポンサー契約書（以下、「本件正式契約」という）を

締結し、同日開催の取締役会にて本件正式契約に基づく第三者割当による優先株式の発行、新株予

約権の付与を決議いたしました。また、当社は、平成 18 年 2月 24 日開催予定の臨時株主総会にお

いて、上記優先株式・新株予約権の有利発行、将来の欠損金の一部の補填に備えるための資本減少、

新規事業開始にともなう当社定款の変更について付議することについても同取締役会において決

議いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

なお、本件正式契約に基づく出資の履行については、平成 18 年１月 27 日に予定されております

｢私的整理に関するガイドライン｣（以下、「私的整理ガイドライン」という。）の成立ならびに当社

臨時株主総会における株主様のご承認および当社の上場維持(注)が前提となり進められます。 

 

(注)私的整理ガイドラインが成立し債務免除の同意が得られた際には、株式会社東京証券取引所

の株券上場廃止基準第 3条の 2第 1項に基づき、再建計画の審査に係る申請を行う予定であ

り、同取引所により再建計画が適当と認められ、かつ、再建計画を開示した日の翌日から 1

ヶ月間の平均上場時価総額及び当該 1 ヶ月間の最終日の上場時価総額のいずれも 10 億円以

上であった場合に上場が維持されます。 

 

記 

  

Ⅰ．本件正式契約の内容等 

(１) 本件正式契約締結の理由 

 当社は、「私的整理ガイドライン」に基づき策定した事業再生計画を円滑かつ確実に遂行

することが株主の皆様及び金融支援をお願い申し上げております取引金融機関各位への最

大の責務であると認識しております。 



 

 

 これまで当社は、日本の橋梁業界の中で確固たる役割を担ってまいりましたが、当社に蓄

積された技術・ノウハウを維持・発展させ、今後も品質並びに信頼性及び安全性の高い橋梁

を供給していくことが、当社にとっての社会的使命と考えております。 

 しかしながら一方で、一連の談合問題を契機に橋梁業界は大きな転換期を迎えており、今

後益々競争が激化するものと予想されます。かかる状況下、当社におきましても今後の受注

環境は一層厳しさを増すと予想される一方で、当社は、年商の１．５倍を超える有利子負債

を抱え過剰債務状態にあり、また、将来事業見通しの悪化に伴う多額の減損損失の発生等に

より、平成１８年３月期末時点で約８８億円の債務超過となることが見込まれています。そ

こで、当社は、先般、私的整理ガイドラインに則り、取引金融機関各位に対する総額８９億

円の債務免除をお願い申し上げ、既に主力銀行のみずほ銀行からは大筋のご了解を頂いてお

ります。 

 また、上記取引金融機関各位に対する金融支援要請と併せ、当社は、事業再生計画に定め

られた一連の諸施策を実施し毀損した自己資本を回復させるためには、キャッシュを伴う増

資が必要不可欠と考え、総額２５億円以上を目処とした新規増資引受先いわゆるスポンサー

候補に対する交渉を同時並行的に進めて参りましたが、その結果、既述のとおり森電機を中

心とするサクラダ支援ファンドを当社事業再生のスポンサーとして決定するに至りました。 

 

(２) 本件正式契約の内容 

① 優先株式の発行による総額 25 億円の増資の実施 

 当社は、森電機が単独で匿名組合出資する匿名組合（以下、「ＳＨファンド」という）

の営業者であるＳＨに対し、後記 II.1 及び２に記載のとおり、有利発行により総額 25

億円の優先株式（以下、「本優先株式」という）を発行することにより、毀損した自己資

本の回復と事業再生計画に定められた一連の諸施策の実施に伴う資金の確保及び信用の

回復を予定しております。 

 本優先株式の発行により、当社財務基盤は強化され、私的整理ガイドラインで求めら

れる事業再生計画３年以内での実質債務超過の解消等、当社事業再生計画達成に向けた

大きな一歩を踏み出すことができると確信しております。 

② 新株予約権（30 億円）の発行による財務基盤強化の実施 

 当社を取り巻く外部環境の厳しさ及び先行きの不透明さを考慮し、また、当社事業再

生計画のメインスポンサーとなる森電機からの提案ならびに主要取引銀行であるみずほ

銀行からのご理解とご支援をいただき、当社事業再生計画の確実な遂行の下支え並びに

経営基盤及び財務基盤の更なる強化のため、株主様にお諮かりした上で、既存の橋梁事

業に加え、当社が設立する 100％子会社を通じて企業買収・事業再生投資分野に進出する

ことを企図しております。 

 上記新規事業進出にかかる資金確保及び財務基盤強化のため、森電機のマネージメン

トを中心とした国内外の投資家および/又は森電機のマネージメントを中心として組成

される国内外のファンドを匿名組合員とする匿名組合ファンド（以下、「SBF ファンド」

という）の営業者である SBF に対し、後記 II.3 記載のとおとおり、有利発行により総額

30 億円の新株予約権を発行いたします。 

③ 新規事業（企業買収・事業再生投資事業）への進出 

 当社は、既述の通り、新たに企業買収・事業再生投資事業への進出を企図しておりま



 

 

すが、現状想定している投資内容といたしましては、a.橋梁業界再編のための事業再生

投資、b.会社買収投資、c.企業再編投資、d.企業防衛を企図する投資先企業の自己株取

得を含む企業価値向上のためのリキャピタリゼーション投資等であります。 

 前記②に加えて、新規事業投資資金確保のための追加的かつ継続的な資金を調達する

こと等を目的としたエクイティファイナンスを実施するための契約（以下、「エクイテ

ィ・ファシリティ・ライン」という）をＳＢＦとの間で締結いたしました。当該エクイ

ティ・ファシリティ・ラインに基づき調達した資金については当社が今後設立する 100％

子会社を通して行う企業買収・事業再生投資に適宜活用されます。 

 また、平成 17 年 12 月 20 日付「スポンサー候補決定について」においてご報告のとお

り、当社が今後設立する 100％子会社を通して行う企業買収・事業再生投資に対して、当

社とみずほ銀行との間で、個別案件毎の必要な審査手続等を経て、当社が設立する 100％

子会社を通じ出資する SPC、その他個別案件ごとの事業主体に対し個別案件毎の融資を実

行するためのノンリコース型デット・ファシリティ・ライン契約を既に締結しておりま

す。また、M&A 案件情報の提供、案件の調査並びに投資に必要となる各種助言及び支援を

適宜いただくこと等、今後企業買収・事業再生投資を実施していくにあたり、みずほ銀

行からのご協力をいただける体制としております。 

 

デット・ファシリィティ・ライン契約の概要 

借入先          株式会社みずほ銀行 

借入主体         当社が設立する 100％子会社を通じ出資する SPC、その他個別案件

ごとの事業主体 

ファシリティ額      当初 70 億円 

資金使途         企業買収・事業再生投資の資金 

ファシリティ期間      平成 18 年 3月下旬から 3年間 

目的           ノンリコースローン型資金調達（投資案件毎の上限 70%）   

制約事項         みずほ銀行による個別案件毎の審査・融資実行の応諾 

  

エクイティ・ファシリィティ・ライン契約の概要 

 

1. 割当先 

サクラダ・バイアウトファンド有限責任中間法人(SBF)に対しての割当 

2. 発行の概要 

ＳＢＦと別途合意する日に取締役会における発行決議を経たうえで、新株予約権等の所謂エ

クイティ証券を割り当てるものとする。但し、当該発行はその時点でのサクラダの授権資本

が許容する範囲内であることを条件とする。 

3. 当初ファシリティー金額 

新株予約権の行使時払込金額の総額として当初 100 億円。 

両社の合意による追加的な発行の可能性あり。 

4. 発行価額 

① 発行価額は、原則、各新株予約権の行使に際して払込をなすべき当初金額の 1％を上限と

して、発行都度定める。 



 

 

　サクラダ

森電機

投資家

（森電機の

マネジメント中心）

ＳＨファンド

（25億円）

ＳＢＦファンド

橋梁事業部門

投資事業部門
バイアウト

子会社
投資対象

みずほ

銀行

①

②

③
④

⑥
⑤①森電機あるいは投資家による匿名組合出資

②各ファンドよりサクラダへの出資

　（エクイティファシリティライン活用分も含む）

③サクラダの100％出資によるバイアウト子会社の設立

④投資対象に対する投資の実施（原則ＳＰＣ経由）

⑤みずほ銀行によるＭ＆Ａ情報提供

⑥（承認を前提とした）みずほ銀行によるノンリコースローン【注】

出資

融資

情報

出資

融資

情報

事業再生計画の範囲

収益力強化

企業価値向上

【注】ノンリコースローン

サクラダ及びサクラダの子会社等に
対し保証人等の債務者としての責任を
負わせるものではありません。

支援支援

② 原則、株主総会決議を取得。 

5. 行使価額 

サクラダ株式時価の 90％に相当する価額とする。 

下方修正条項付（下限価額 当初行使価額の 50％） 

6. 行使期間 

各新株予約権の発行日から平成 21 年 3月末まで（上記ファシリティ期間と同様） 

7. 資金使途 

当社が今後開始予定の事業再生投資事業に供するものとする。 

  

なお、上記記載の契約概要は今後発行する新株予約権等の所謂エクイティ証券の概要を取り決め

たものであり、実際の発行都度、必要な決議を経た上で適時開示させていただきます。  

  

 

 【ストラクチャーの説明図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．本優先株式ならびに新株予約権の発行要項 

 

1. 第１回転換予約権付Ａ種優先株式の要項 

 

(1) 種類株式の名称 株式会社サクラダ A 種優先株式（以下「A 種優先株

式」という。） 

(2) 発行新株式数 40,000,000 株 

(3) 発行価額 1 株につき 50 円 

(4) 発行価額中資本に組み入れない額 1 株につき 25 円 

(5) 発行価額の総額 2,000,000,000 円 



 

 

(6) 資本組入額の総額 1,000,000,000 円 

(7) 発行方法 第三者割当の方法により、サクラダ・ホールディン

グス有限責任中間法人に全株を割当てる。 

(8) 申込期日 平成 18 年 3月 30 日 

(9) 払込期日 平成 18 年 3月 30 日 

(10) 配当起算日 平成 18 年 3月 30 日 

(11) 優先配当金 

（イ） 利益配当を行う場合の優先配当金 

株式会社サクラダ（以下「当社」という。）は、利益配当を行うときは、A 種優先株式

を有する株主（以下「A 種優先株主」という。）又は A 種優先株式の登録質権者（以下

「A 種優先登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」

という。）及び普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、

１営業年度につき A 種優先株式 1 株につき下記（ロ）に定める額の利益配当金（以下

「A 種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該営業年度において下記（ハ）に定

める A 種優先中間配当金を支払ったときは、当該 A 種優先中間配当金を控除した額と

する。 

（ロ） 利益配当を行う場合の優先配当金の額 

A 種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。A 種優先配当金は、

円位未満小数第 4位まで算出し、その小数第 4位を四捨五入する。計算の結果、A種優

先配当金の額が 5円を超える場合は、5円とする。初年度における優先配当金は、配当

起算日から営業年度の最終日までの日数（初日及び最終日を含む。）で日割計算した額

とする。 

 

A 種優先配当金＝50 円×（日本円 TIBOR（6 ヶ月物）+1.0％） 

 

上記において、「日本円 TIBOR（6 ヶ月物）」とは、平成 18 年 4 月 1 日以降各営業年度

の 4月 1日及び 10 月 1 日（以下「優先配当算出基準日」という。）の 2時点において、

午前 11 時現在における日本円 6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レートとして全国銀行協会によって公表される数値の平均値をいい、上記計算式にお

いては、次回の優先配当算出基準日の前日までの各営業年度について適用される。 

但し、優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を優先配当算出基準日と

する。 

優先配当算出基準日に日本円 TIBOR が公表されない場合、同日ロンドン時間午前 11 時

にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円 LIBOR6

ヶ月物（360 日ベース）として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに

準ずると認められるものを日本円 TIBOR に代えて用いるものとする。 

日本円 TIBOR 又はこれに代えて用いる数値は、%未満小数第 4位まで算出し、その小数

第 4位を四捨五入する。 

（ハ） 中間配当を行う場合の優先中間配当金 

当社は、中間配当を行うときは、A種優先株主又は A種優先登録質権者に対し、普通株

主及び普通登録質権者に先立ち、上記（ロ）に定める額の 2 分の 1 に相当する額の金



 

 

銭（以下「A種優先中間配当金」という。）を支払う。 

（ニ） 累積条項 

ある営業年度において、A種優先株主又は A種優先登録質権者に対して支払う 1株当た

り利益配当金の額が A 種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度

以降に累積し、累積未払配当金については、A種優先配当金に先立って、これを A種優

先株主又は A種優先登録質権者に対して支払う。 

（ホ） 非参加条項 

A 種優先株主又は A種優先登録質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当を行わ

ない。 

(12) 普通株式への転換予約権 

A 種優先株主は、以下の転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、A 種優先

株式の普通株式への転換を請求することができる。 

（イ） 転換を請求し得べき期間 

A 種優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成 18年 3 月 31 日から平成 28 年 3 月 31

日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）までとする。（以下「転換請求期間」と

いう。） 

（ロ） 転換の条件 

A 種優先株主は、1株につき下記 12(ロ)(1)乃至(3)に定める転換価額により、A種優先

株式を当社の普通株式に転換することができる。 

(a) 当初転換価額 

当初転換価額は 50 円とする。 

(b) 転換価額の修正 

転換価額は、転換請求期間中の毎日（以下「転換価額調整日」という。）において、

修正前に有効であった転換価額（以下「修正前転換価額」という。）を、(i)修正

前転換価額、(ii)株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

終値（気配表示を含む。）が存在した、転換価額調整日に先立つ 5取引日（当日を

含まない）における当該終値の単純平均値の 1 円未満を切り上げた金額、のいず

れか低いほうの金額（以下「修正後転換価額」という）に修正される。但し、上

記の結果、修正後転換価額が 23 円（以下「下限転換価額」という。但し、下記(3)

により調整される。）を下回る場合には、下限転換価額をもって修正後転換価額と

する。 

(c) 転換価額の調整 

① 転換価額は、A種優先株式の発行後、下記②に掲げる各事由により、当社の発

行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、

次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）に従って調整される。な

お、次の算式において「既発行普通株式数」は当社の発行済普通株式総数（但

し、普通株式に係る自己株式を除く）をいう。 

新発行・処分

普通株式数 
× 

1 株あたりの 

発行・処分価額 
既発行 

普通株式数
＋

1株あたり時価 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 



 

 

② 転換価額調整式により A 種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調

整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(i) 下記④(ⅱ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社普

通株式を新たに発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（但

し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普

通株式の移転（以下当社の普通株式の発行又は移転を「交付」という。）

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

転換又は行使による場合を除く。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌

日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降

これを適用する。 

(ii) 株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、当

該株式分割のための株主割当日の翌日以降、株式分割のための株主割当

日がないときには、当社の取締役会において株式分割の効力発生日と定

めた日の翌日以降これを適用する。但し、配当可能利益から資本に組入

れられることを条件にその部分をもって株式分割により当社普通株式を

発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れ

の決議をする株主総会の終結の日以前の日を当該株式分割のための株主

割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本

組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

なお、上記但書の場合において、当該株式分割のための株主割当日の翌

日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日

までに転換請求をなしたものに対しては、次の算出方法により、当社普

通株式を交付する。 

 

(調整前転換価額－調整後転換価額) ×
調整前転換価額により 

当該期間内に交付された株式数 株式数 ＝ 

調整後転換価額 

 

この場合に 1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による

調整は行わない。 

(iii) 下記④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換さ

れる証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換

価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全

てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたもの

とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新

株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用す

る。但し、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の

翌日以降これを適用する。 

③ 上記②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、



 

 

取締役会が合理的と判断する転換価額の調整を行う。 

(i) 株式の併合、資本の減少、商法第 373 条に定められた新設分割、同法第

374 条ノ 16 に定められた吸収分割、又は合併のために転換価額の調整

を必要とするとき。 

(ii) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由

の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 

(iii) 転換価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し､一方の事由に基

づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事

由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ 転換価額調整式中の用語等 

(i) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第 2位まで算出し、小

数第 2位を切り捨てる。 

(ii) 転換価額調整式で使用する１株当たりの時価は、調整後の転換価額を適

用する日（但し、上記②(ⅱ)但書の場合は株主割当日）に先立つ 45 取

引日目に始まる 30 取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2

位を切り捨てる。なお、上記 45 取引日の間に、上記②又は③で定める

転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価

は、取締役会が合理的と判断する価額に調整される。 

⑤ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の 1 か月前

の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当

社普通株式数を控除した数とする。転換価額調整式に使用する「調整前転換

価額」は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とする。 

(d) 上記(3)の規定により転換価額の調整を行う場合には、下限転換価額についても、

「転換価額」を「下限転換価額」に置き換えた上で、上記(3)①乃至④の規定を準

用して同様の調整を行う。 

(e) 上記(1)乃至(3)により転換価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじ

め書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の転換価額、修正後又は調

整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を A 種優先株主及び A 種優先

登録質権者に通知する。但し、上記(3)②(ⅱ)但書に示される株式分割の場合その

他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降

すみやかにこれを行う。 

(13) 議決権 

A 種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

(14) 単元株式制度 

   A 種優先株式の１単元の株式数は、1,000 株とする。 

(15) 株式の併合又は分割 

当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について、株式の併合又は分割を行わない。 



 

 

(16) 転換により発行すべき普通株式数 

A 種優先株式の転換により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。発行すべき

普通株式数の算出にあたって 1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による

調整は行わない。 

 

 

(17) 転換請求受付場所 

株式会社サクラダ 総務部総務課 

千葉県市川市二俣新町 21 番地 

(18) 転換の効力発生 

転換の効力は、転換請求書及び A 種優先株式の株券が上記 17 に記載する転換請求受付場所

に到着した時に発生する。但し、A 種優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を

要しない。 

(19) 期中転換の取扱い 

A 種優先株式の転換請求権行使により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中

間配当金は、配当計算期間（4月 1日から 9月 30 日まで、及び 10 月 1 日から翌 3月 31 日ま

での各 6ヶ月間）の期初に転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(20) 残余財産の分配 

当社の残余財産を分配するときは、A 種優先株式又は A 種優先登録質権者に対し、普通株式

又は普通登録質権者に先立ち、A種優先株式 1株につき 50 円（但し、A種優先株式について

株式の併合又は分割その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、かかる事

項が行われる直前の A種優先株式の経済的価値を維持できる範囲で適切に調整された額とす

る。）及び累積未払配当金相当額を支払う。 

A 種優先株主又は A 種優先登録質権者に対しては、前記の金額を超えては財産の分配は行わ

ない。 

(21) 償還請求権 

A 種優先株主は、償還請求権を行使できない。 

(22) 買入消却 

当社は、いつでも法令に従って A種優先株式を買い受け、これを株主に配当すべき利益をも

って、当該買受価額により消却することができる。当社が本 22 の定めに従って A 種優先株

式を買い受ける場合、他の種類の株式を有する株主は、商法第 210 条第 7項の請求をなし得

ず、同株主に関する請求権にかかる同条第 6項の招集通知の記載を要しないものとする。 

(23) 強制転換 

平成 28 年 3月 31 日（当該日が営業日でない場合は翌日）までに転換請求のなかった A種優

先株式は、その翌日（以下「強制転換基準日」という。）以降の取締役会で定める日をもっ

て、A 種優先株式の払込金相当額を強制転換基準日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日

の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）

の単純平均値で除して得られる数の普通株式となる。平均値の計算は、円位未満小数第 2位

優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額の総額 転換により発行 

すべき株式数 
＝ 

転換価額 



 

 

まで算出し、その小数第 2 位を四捨五入する。但し、当該平均値が下限転換価額（但し、

12(ロ)(3)により調整される。）を下回るときは、Ａ種優先株式の払込金相当額を下限転換価

額で除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出にあたって 1株に満たな

い端数が生じたときは、商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。 

(24) 上記各項のほか、本要項は各種の法令に基づく必要手続の効力発生を条件とする。 

 

(注) なお、A種優先株式及び B種優先株式の優先配当金の支払順位及び残余財産の支払順位は同

順位とする。 

 

2.第１回転換予約権付Ｂ種優先株の要項 

 

(1) 種類株式の名称 株式会社サクラダ B種優先株式（以下「B種優先株式」という。） 

(2) 発行新株式数 50,000 株 

(3) 発行価額 1 株につき 10,000 円 

(4) 発行価額中資本に組み入れない額 1 株につき 5,000 円 

(5) 発行価額の総額 500,000,000 円 

(6) 資本組入額の総額 250,000,000 円 

(7) 発行方法 第三者割当の方法により、サクラダ・ホールディングス有限責任中

間法人に全株を割当てる。 

(8) 申込期日 平成 18 年 9月 29 日 

(9) 払込期日 平成 18 年 9月 29 日 

(10) 配当起算日 平成 18 年 9月 29 日 

(11) 優先配当金 

（イ） 利益配当を行う場合の優先配当金 

当会社は、利益配当を行うときは、B 種優先株式を有する株主（以下「B 種優先

株主」という。）又は B種優先株式の登録質権者（以下「B種優先登録質権者」と

いう。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株

式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、１営業年度につ

き B 種優先株式 1 株につき下記（ロ）に定める額の利益配当金（以下「B 種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該営業年度において下記（ハ）に定める B

種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。 

（ロ） 利益配当を行う場合の優先配当金の額 

B 種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。B 種優先配当

金は、円位未満小数第 4位まで算出し、その小数第 4位を四捨五入する。計算の

結果、B 種優先配当金の額が 1,000 円を超える場合は、1,000 円とする。初年度

における優先配当金は、配当起算日から営業年度の最終日までの日数（初日及び

最終日を含む。）で日割計算した額とする。 

 

B 種優先配当金＝10,000 円×（日本円 TIBOR（6 ヶ月物）+1.0％） 

 

上記において、「日本円 TIBOR（6 ヶ月物）」とは、平成 18 年 4月 1日以降各営業



 

 

年度の 4月 1日及び 10 月 1 日（以下「優先配当算出基準日」という。）の 2時点

において、午前 11 時現在における日本円 6 ヶ月物トーキョー・インター・バン

ク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値の平均値を

いい、上記計算式においては、次回の優先配当算出基準日の前日までの各営業年

度について適用される。 

但し、優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を優先配当算出基準

日とする。 

優先配当算出基準日に日本円 TIBOR が公表されない場合、同日ロンドン時間午前

11 時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユー

ロ円 LIBOR6 ヶ月物（360 日ベース）として英国銀行協会(BBA)によって公表され

る数値又はこれに準ずると認められるものを日本円TIBORに代えて用いるものと

する。 

日本円 TIBOR 又はこれに代えて用いる数値は、%未満小数第 4 位まで算出し、そ

の小数第 4位を四捨五入する。 

（ハ）中間配当を行う場合の優先中間配当金 

当社は、中間配当を行うときは、当年 9月末日現在の B種優先株主又は B種優先

登録質権者に対し、当年 9 月末日現在の普通株主及び普通登録質権者に先立ち、

上記（ロ）に定める額の 2 分の 1 に相当する額の金銭（以下「B 種優先中間配当

金」という。）を支払う。 

（ニ） 累積条項 

ある営業年度において、B 種優先株主又は B 種優先登録質権者に対して支払う 1

株当たり利益配当金の額が B種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は

翌営業年度以降に累積し、累積未払配当金については、B 種優先配当金に先立っ

て、これを B種優先株主又は B種優先登録質権者に対して支払う。 

（ホ）非参加条項 

B 種優先株主又は B 種優先登録質権者に対しては、B 種優先配当金を超えて配当

を行わない。 

(12) 普通株式への転換予約権 

B 種優先株主は、以下の転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、B種優

先株式の普通株式への転換を請求することができる。 

（イ） 転換を請求し得べき期間 

B 種優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成 18 年 10 月 2 日から平成 28年

3 月 31 日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）までとする。（以下「転

換請求期間」という。） 

（ロ） 転換の条件 

B 種優先株主は、1 株につき下記 12(ロ)(1)乃至(3)に定める転換価額により、B

種優先株式を当社の普通株式に転換することができる。 

(1) 当初転換価額 

当初転換価額は 50 円とする。 

(2) 転換価額の修正 

転換価額は、転換請求期間中の毎日（以下「転換価額調整日」という。）にお



 

 

いて、修正前に有効であった転換価額（以下「修正前転換価額」という。）を、

(i)修正前転換価額、(ii)株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の

普通取引の終値（気配表示を含む。）が存在した、転換価額調整日に先立つ 5

取引日（当日を含まない）における当該終値の単純平均値の 1 円未満を切り

上げた金額、のいずれか低いほうの金額（以下「修正後転換価額」という）

に修正される。但し、上記の結果、修正後転換価額が 23 円（以下「下限転換

価額」という。但し、下記(3)により調整される。）を下回る場合には、下限

転換価額をもって修正後転換価額とする。 

(3) 転換価額の調整 

① 転換価額は、B種優先株式の発行後、下記②に掲げる各事由により、当社の

発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、

次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）に従って調整される。な

お、次の算式において「既発行普通株式数」は当社の発行済普通株式総数（但

し、普通株式に係る自己株式を除く）をいう。 

 

新発行・処分 

普通株式数 

×

 

1 株あたりの 

発行・処分価額 
既発行普通

株式数 
＋

1株あたり時価 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 

 

② 転換価額調整式により B 種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその

調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(i) 下記④(ⅱ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社

普通株式を新たに発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合

（但し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当

社普通株式の移転（以下当社の普通株式の発行又は移転を「交付」とい

う。）を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の転換又は行使による場合を除く。）、調整後の転換価額は、払込

期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。 

(ii) 株式分割により当社普通株式を発行する場合。 

調整後の転換価額は、当該株式分割のための株主割当日の翌日以降,株

式の分割のための株主割当日がないときには、当社の取締役会において

株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。但し、

配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分をもって

株式分割により当社普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、

当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前

の日を当該株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換

価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の

日の翌日以降これを適用する。 

なお、上記但書の場合において、当該株式分割のための株主割当日の翌



 

 

日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の

日までに転換請求をなしたものに対しては、次の算出方法により、当社

普通株式を交付する。 

 

(調整前転換価額－調整後転換価額) ×
調整前転換価額により 

当該期間内に交付された株式数 株式数 ＝＝ 

調整後転換価額 

 

この場合に 1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による

調整は行わない。 

(iii) 下記④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換さ

れる証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。 

調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約

権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行

使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降

これを適用する。但し、その証券の募集のための株主割当日がある場合

は、その日の翌日以降これを適用する。 

③ 上記②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

取締役会が合理的と判断する転換価額の調整を行う。 

(i) 株式の併合、資本の減少、商法第 373 条に定められた新設分割、同法

第 374 条ノ 16 に定められた吸収分割、又は合併のために転換価額の

調整を必要とするとき。 

(ii) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事

由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 

(iii) 転換価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し､一方の事由に

基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方

の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ 転換価額調整式中の用語等 

(i) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、

小数第 2位を切り捨てる。 

(ii) 転換価額調整式で使用する１株当たりの時価は、調整後の転換価額を

適用する日（但し、上記②(ⅱ)但書の場合は株主割当日）に先立つ 45

取引日目に始まる 30 取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む。）の平均値とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第

2位を切り捨てる。なお、上記 45 取引日の間に、上記②又は③で定め

る転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する



 

 

時価は、取締役会が合理的と判断する価額に調整される。 

⑤ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の 1 か月前

の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当

社普通株式数を控除した数とする。転換価額調整式に使用する「調整前転換

価額」は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とする。 

(4) 上記(3)の規定により転換価額の調整を行う場合には、下限転換価額について

も、「転換価額」を「下限転換価額」に置き換えた上で、上記(3)①乃至④の規

定を準用して同様の調整を行う。 

(5) 上記(1)乃至(3)により転換価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらか

じめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の転換価額、修正後又

は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項をB種優先株主及びB

種優先登録質権者に通知する。但し、上記(3)②(ⅱ)但書に示される株式分割

の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、

適用の日以降すみやかにこれを行う。 

(13) 議決権 

B 種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

(14) 単元株式制度 

B 種優先株式の１単元の株式数は、1,000 株とする。 

(15) 株式の併合又は分割 

当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について、株式の併合又は分割を行わない。 

(16) 転換により発行すべき普通株式数 

B 種優先株式の転換により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。発行すべき

普通株式数の算出にあたって 1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による

調整は行わない。 

 

 

(17) 転換請求受付場所 

株式会社サクラダ 総務部総務課 

千葉県市川市二俣新町 21 番地 

(18) 転換の効力発生 

転換の効力は、転換請求書及び B種優先株式の株券が上記 17 に記載する転換請求受付場所に

到着した時に発生する。但し、B 種優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要

しない。 

 

(19) 期中転換の取扱い 

B 種優先株式の転換請求権行使により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中

間配当金は、配当計算期間（4月 1日から 9月 30 日まで、及び 10 月 1 日から翌 3月 31 日ま

優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額の総額 転換により発行 

すべき株式数 
＝ 

転換価額 



 

 

での各 6ヶ月間）の期初に転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(20) 残余財産の分配 

 当社の残余財産を分配するときは、B 種優先株式又は B 種優先登録質権者に対し、普通株式

又は普通登録質権者に先立ち、B種優先株式 1株につき 10,000 円（但し、B種優先株式につ

いて株式の併合又は分割その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、かか

る事項が行われる直前の B種優先株式の経済的価値を維持できる範囲で適切に調整された額

とする。）及び累積未払配当金相当額を支払う。 

B 種優先株主又は B 種優先登録質権者に対しては、前記の金額を超えては財産の分配は行わ

ない。 

(21) 償還請求権 

B 種優先株主は、償還請求権を行使できない。 

(22) 買入消却 

当社は、いつでも法令に従って B種優先株式を買い受け、これを株主に配当すべき利益をも

って、当該買受価額により消却することができる。当社が本 22 の定めに従って B 種優先株

式を買い受ける場合、他の種類の株式を有する株主は、商法第 210 条第 7項の請求をなし得

ず、同株主に関する請求権にかかる同条第 6項の招集通知の記載を要しないものとする。 

(23) 強制転換 

平成 28 年 3月 31 日（当該日が営業日でない場合は翌日）までに転換請求のなかった B種優

先株式は、その翌日（以下「強制転換基準日」という。）以降の取締役会で定める日をもっ

て、B 種優先株式の払込金相当額を強制転換基準日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日

の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）

の単純平均値で除して得られる数の普通株式となる。平均値の計算は、円位未満小数第 2位

まで算出し、その小数第 2 位を四捨五入する。但し、当該平均値が下限転換価額（但し、

12(ロ)(3)により調整される。）を下回るときは、B 種優先株式の払込金相当額を下限転換価

額で除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出にあたって 1株に満たな

い端数が生じたときは、商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。 

(24) 上記各項のほか、本要項は各種の法令に基づく必要手続の効力発生を条件とする。 

 

(注) なお、A種優先株式及び B種優先株式の優先配当金の支払順位及び残余財産の支払順位

は同順位とする。 

 

3. 新株予約権の要項 

(1) 新株予約権の名称 株式会社サクラダ（以下「当社」という。）第 1回新株予約権

（以下「本新株予約権」という。） 

(2) 発行する新株予約権の総数 300 個 

(3) 新株予約権の発行価格  1 個につき金 40,000 円（本新株予約権の目的である普通株式

1株につき金 0.2 円） 

(4) 新株予約権の発行価額の総額 金 12,000,000 円 

(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 60,000,000 株（本新株予約権 1個の目的である株式の数は 200,000 株（以下「割

当株式数」という。）とする。）。但し、下記 6により割当株式数が調整される場合には、本新



 

 

株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(6) 各新株予約権の目的である株式の数の調整 

（イ） 当社が下記 7（ロ）の規定に従って行使価額（下記 7（イ）に定義する。）の調整を行

う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 

 

調整前割当株式数 × 調整前行使価額 
調整後割当株式数 ＝

調整後行使価額 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記 7（ロ）に定める調整

前行使価額及び調整後行使価額とする。 

（ロ） 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についての

み行われ、調整の結果 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調

整は行わない。 

（ハ） 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記 7（ロ）(2)及び(4)による

行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

（ニ） 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及び事由、調

整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約

権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。但し、下記 7（ロ）(2)②但書に示さ

れる株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないと

きは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

(7) 新株予約権の行使の際の払込金額 

（イ） 行使価額 

本新株予約権 1個の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定義する。）

に割当株式数を乗じた額とし、当初 10,000,000 円とする。本新株予約権の行使により

当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転

（以下、当社普通株式の発行又は移転を「交付」という。）する場合における株式 1株

当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、当初 50 円とする。 

（ロ） 行使価額の調整 

(a) 当社は、本新株予約権の発行後、下記 7(ロ)(2)に掲げる各事由により当社の発行

済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定

める算式（以下「行使価額調整式」という。）により行使価額を調整する。 

 

新発行・ 

処分株式数 
×

1株あたりの 

発行・処分価額 既発行株式数 ＋

時 価 
調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数  ＋  新発行・処分株式数 

 

(b) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後

の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 下記 7（ロ）(3)②に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社



 

 

普通株式を新たに発行し又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（但

し、当社普通株式に行使される証券若しくは行使できる証券又は当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権に付されたものを含む。）の転

換又は行使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また募集のための株主割当日が

ある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適

用する。但し、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分

をもって株式分割により当社普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合

で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の

日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当

該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降こ

れを適用する。 

なお、上記但書の場合において、当該株式分割のための株主割当日の翌日か

ら当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行

使請求をなしたものに対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付

する。但し、株券の交付については下記 17 の規定を準用する。 

 

（ 
調整前 

行使価額
－

調整後 

行使価額
）×

調整前行使価額により当該期

間 

内に発行・移転された株式数株式数 ＝ 

調整後行使価額 

 

この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整

は行わない。 

③ 下記 7（ロ）(3)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換さ

れる証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合 

調整後の行使価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付

社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたも

のとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株

予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。但

し、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降こ

れを適用する。 

(c) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満を切り捨てる。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、

上記 7（ロ）(2)②但書の場合は株主割当日）に先立つ 45 取引日目に始まる

30 取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。 



 

 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を

切り捨てる。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の 1 ヶ月前

の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当

社普通株式数を控除した数とする。また、上記 7（ロ）(2)②の場合には、行

使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株主割当日における当社の

有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が 1 円

未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に

行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使

価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差

引いた額を使用するものとする。 

(d) 上記 7（ロ）(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

② 株式の併合、資本の減少、商法第 373 条に定められた新設分割、商法第 374

条ノ 16 に定められた吸収分割、又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。 

③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により行使価額の調整を必要とするとき。 

④ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 

(e) 上記 7（ロ）(1)乃至(4)及び下記 7(ハ)により行使価額の修正又は調整を行うとき

は、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正前又は調整前

の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を

本新株予約権者に通知する。但し、上記 7（ロ）(2)②但書に示される株式分割の

場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用

の日以降すみやかにこれを行う。 

（ハ） 行使価額の修正 

  行使価額は、行使期間中いつでも、当該日に先立つ株式会社東京証券取引所に 

  おける当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）がある 5取引日（当 

  日を含まない）の終値の平均値の 1円未満を切り上げた金額が、当日有効な行 

使価額を下回る場合、当該金額（以下「修正後行使価額」をいう。）に修正される。但

し、かかる算出の結果、修正後行使価額が 23 円（以下「下限行使価額」という。）を

下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 

(8) 新株予約権の行使請求期間 

平成 18 年 4 月 1 日（土）から平成 21 年 3 月 31 日（火）（下記 10 に従って本新株予約権が

消却される場合には、消却される本新株予約権については、当該消却日の前銀行営業日）ま

でとする。 

(9) 新株予約権の行使の条件 



 

 

各本新株予約権の一部行使はできないこととする。 

(10) 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

（イ） 当社は、当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換により他の会社の完全子会社と

なることを当社の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株

予約権の全部を消却することが出来るものとする。 

（ロ） 当社は、（イ）による本新株予約権の消却を行う場合、本新株予約権者に対し、本新

株予約権の発行額相当額を対価として支払うものとする。 

(11) 新株予約権行使により発行される株式の発行価額中資本に組入れない額 

本新株予約権の行使により発行される株式の発行価額中、資本に組入れない額は、当該発行

価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額は当該発行価額に 0.5 を乗

じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

(12) 新株予約権の譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を必要とするも

のとする。 

(13) 募集の方法 第三者割当による 

(14) 申込期日及び払込期日 平成 18 年 3月 31 日（金） 

(15) 発行日 平成 18 年 3月 31 日（金） 

(16) 新株予約権の割当先及び割当数 サクラダ・バイアウト・ファンド有限責任中間法人に 300 個

を割当てる。 

(17) 新株予約権の行使請求の方法 

本新株予約権の行使請求受付事務は、下記 20 記載の行使請求受付場所（以下「行使請求受

付場所」という。）においてこれを取扱う。 

（イ） 新株予約権を行使請求しようとする場合、当社の定める行使請求書に、行使請求しよ

うとする本新株予約権を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、

当該行使に係る本新株予約権につき本新株予約権証券が発行されている場合にはそれ

を添えて、行使請求期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。 

（ロ） 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行

使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて下記 20 記載の払込取扱場所の当社が

指定する口座に振り込むものとする。 

（ハ） 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が下記 20 記載の行使

請求受付場所に到達し、且つ当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額

が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

(18) 株券の交付方法 

株券は、新株予約権行使手続終了後すみやかにみずほ信託銀行株式会社証券代行部から交付

する。但し、単元未満株式については株券を発行しない。 

(19) 新株予約権の行使によって交付された株式の配当起算日 

本新株予約権の行使により発行された当社普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配

当金は、本新株予約権の行使がなされた時の属する配当計算期間（4月 1日から 9月 30 日ま

で、及び 10月 1 日から翌 3月 31 日までの各 6ヶ月間）の期初に本新株予約権の行使の効力

が発生したものとしてこれを支払う。 

(20) 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

（イ） 新株予約権の行使請求の受付場所 



 

 

   株式会社サクラダ 総務部総務課 

        千葉県市川市二俣新町 21 番地 

（ロ） 新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

   株式会社みずほ銀行 渋谷支店 

        東京都渋谷区渋谷一丁目 24 番 16 号 

(21) 新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、本新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。 

(22) その他 

（イ） 本新株予約権証券発行に関する事項は、各契約書に定めるところによる。 

（ロ） 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

4. 資金使途について 

① 本優先株式による増資資金の使途 

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式の発行による総額 25 億円の増資資金については、今後想定さ

れる課徴金等の支払い、事業再生計画で予定されているリストラ費用・既存借入金の一部返

済等に充当されます。 

② 新株予約権の行使による払込資金の使途 

新株予約権の行使による払込資金 30 億円については、今後当社が開始する企業買収・事業

再生投資の資金として充当いたします。 

 

5.  特に有利な価格をもって本優先株式及び新株予約権を発行する理由 

本優先株式及び新株予約権の発行については、株主様以外の者に対して特に有利な発行条件を

もって新株を発行することとなります。既述のとおり当社を取り巻く経営環境は極めて厳しい

中、本件増資及び一連の諸施策が当社事業再生にとって必要不可欠のものであることを勘案し、

また、本件増資が中長期的な当社大株主となるスポンサーに対する第三者割当増資であること

に鑑み、適切かつ妥当なものであると考えております。 

 

6. 潜在株式による希薄化について 

本優先株式及び本新株予約権が当初転換・行使価額 50 円にて転換・行使されたと仮定した場

合、発行済普通株式数は、現状の約 43.5 百万株から 110 百万株増加し、約 153.5 百万株とな

り希薄化が想定されます。株主の皆様には、多大なご負担とご迷惑をおかけいたすことを重ね

てお詫び申し上げますと共に、事情ご賢察の上、引き続きのご理解とご支援を賜りますよう、

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

Ⅲ．資本の減少 

1. 本減少の趣旨 

「私的整理に関するガイドライン」に基づく事業再生計画において、各金融機関に対してご依

頼をしております総額 89 億円の債務免除について、平成 18 年 1 月 27 日に予定しております

「第 2回債権者会議」においてご同意いただけた場合でも、当社の収益水準により期間利益を

もって欠損金を解消するには相当の長期間を要するのが実情であり、欠損金の早期圧縮には抜

本的な措置をとることが不可欠であると判断し、事業再生計画の着実な遂行の為、資本減少に



 

 

より将来の欠損金の填補に備えるものであります。 

今回、資本減少を行わざるを得ない事態となりましたことは大変申し訳なく存じておりますが、

株主各位におかれましては、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

なお、平成 18 年 6 月開催予定の定時株主総会において、資本準備金及び利益準備金につきま

しても取崩しをお諮りし、同様の趣旨で欠損金の一部を填補させていただきたいと存じますが、

詳細については決定次第別途開示いたします。 

 

2. 資本減少の内容 

(１) 減少すべき資本の額  

資本の額 3,801,718,137 円を 3,421,718,137 円減少して 380,000,000 円とします。 

(２) 資本減少の方法 

3,421,718,137 円の資本金を無償で減資します。 

(３) 資本減少の日程（予定） 

①取締役会決議日        平成 18 年 1月 20 日 

②臨時株主総会決議日      平成 18 年 2月 24 日 

③債権者異議申述公告      平成 18 年 2月 27 日 

④債権者異議申述公告最終期日  平成 18 年 3月 27 日 

⑤減資の効力発生日       平成 18 年 3月 28 日 

(４) 平成 18 年 2月 24 日開催予定の臨時株主総会で「資本減少の件」が承認されることを条

件といたします。 

 

【ご参考】 

   現在の資本金        3,801,718,137 円 

   減資後の資本金        380,000,000 円 

   増加資本金         1,250,000,000 円 

 （A 種優先株式・B種優先株式発行による） 

   増加後資本金        1,630,000,000 円 

  

Ⅳ．その他 

 

１． 業績の見通しについて 

平成 17 年 12 月 20 日付け「スポンサー候補決定について」においてご報告のとおりです

が、その影響について詳細が確定次第開示をさせていただきます。 

 

２． 株主への利益配分 

当社は、従来より株主の皆様への利益還元を最重要課題の一つとして認識しております。

今後は事業再生計画の遂行により、収益の向上、財務体質の改善を図り、優先配当を実施

しつつ、普通配当可能利益を確保していくことが必要であると認識しており、早期復配を

目指して、鋭意努力する所存です。 

 



 

 

３． 過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

    過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの実績はありません。 

 

４． 割当先の概要 

（1）優先株式の割当先の概要 

割当先の氏名または名称 サクラダ・ホールディングス有限責任中間法人 

住所 東京都千代田区丸の内 3丁目 2番 3号 

代表者の氏名 理事 松田 英一郎 

資本の額(基金の額) 金 300 万円 

割
当
先
の
内
容 事業の内容 1. 投資業 

2. 匿名組合財産の運用及び管理 

3. 前各号に掲げる事業をその目的とする会社の株式、

出資持分、特定持分等の取得、保有及び処分  

当社が保有している

割当先の株式の数 

該当事項はありません 出 資 関

係 

割当先が保有してい

る当社の株式の数 

該当事項はありません。 

当
社
と
の
関
係 

取引関係等 該当事項はありません。 

人的関係等 該当事項ありません。 

 

（※） サクラダ・ホールディングス有限責任中間法人は、森電機を唯一の匿名組合員とす

る匿名組合ファンドの営業者であります。 

 

（2）本新株予約権の割当先の概要 

割当先の氏名または名称 サクラダ・バイアウトファンド有限責任中間法人 

住所 東京都千代田区丸の内 3丁目 2番 3号 

代表者の氏名 理事 松田 英一郎 

資本の額(基金の額) 金 300 万円 

割
当
先
の
内
容 事業の内容 1. 投資業 

2. 匿名組合財産の運用及び管理 

3. 前各号に掲げる事業をその目的とする会社の株式、

出資持分、特定持分等の取得、保有及び処分  

当社が保有している

割当先の株式の数 

該当事項はありません 出資関係 

割当先が保有してい

る当社の株式の数 

該当事項はありません。 

当
社
と
の
関
係 

取引関係等 該当事項はありません。 

人的関係等 該当事項ありません。 

 

（※）サクラダ・バイアウトファンド有限責任中間法人は、森電機のマネージメントを中



 

 

心とした国内外の投資家及び/又は森電機のマネージメントを中心として組成され

る国内外のファンドを匿名組合員とする匿名組合ファンドの営業者であります。 

 

【ご参考：森電機株式会社の概要】 

 

（1）名称 森電機株式会社 

（2）主な事業内容 産業用照明器具・事業投資 

（3）設立 昭和 10 年 12 月 

（4）本店所在地 東京都港区高輪 2-15-8 

（5）代表者 代表取締役社長 小川 浩平 

（6）資本の額 442 百万円（平成 17 年 3月 31 日現在） 

（7）従業員数 17 名（平成 17 年 3 月 31 日現在） 

（8）売上高 658 百万円（平成 17 年 3月期） 

 

５． 新株式等の継続所有の取り決めに関する事項 

当社は継続的に支援するスポンサーとして、森電機、ＳＨファンド及びＳＢＦファンドと

の間で、スポンサー契約の有効期間中である３年間においては、議決権保有比率が完全希

薄化ベースで 33.4％を下回らない旨の取り決めを行っております。（但し、33.4％の持株

比率を維持するため新株式発行等を行うのに必要な合理的期間内についてはその限りでは

ありません） 

なお、前記Ⅱ記載の本優先株式及び新株予約権の割当により、森電機、ＳＨファンド及び

ＳＢＯファンドによる完全希薄化ベースの持株比率は約 71.6％になります（当初転換価額

及び行使価額 50 円にて転換又は行使され、当該普通株式を売却しない場合）。 

また、当社は、A 種優先株式及び B 種優先株式の割当先との間において、割当新株式の発

行から 2 年以内に当該株式及び当該株式の転換により発行される普通株式の全部又は一部

を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数等の内容を当社

に書面にて報告することの確約を依頼する予定です。 

 

６． 過去３決算期及び直近の株価推移 

   2003 年 3 月期 2004 年 3 月期 2005 年 3 月期 2006 年 1 月 20 日

現在 

高値（円） 92 183 227 167

安値（円） 58 70 119 157

 

７． 今後の日程（予定） 

今後予定される日程は以下のとおりですが、今後の日程の遂行については、今月下旬に開

催を予定しております「第 2回債権者会議」における各金融機関様からの同意を持って「私

的整理に関するガイドライン」が成立することが前提となりますことをご承知下さい。 

 

平成 18 年 1月 20 日    取締役会（スポンサー契約書締結、エクイティ・ファシリテ



 

 

ィ・ライン契約締結新株式等発行、株主総会招集） 

平成 18 年 1月 27 日    「第 2回債権者会議」同意・成立（予定） 

平成 18 年 2月 24 日    臨時株主総会 

平成 18 年 3月 30 日    Ａ種優先株式増資代り金払込 

平成 18 年 3月 31 日    新株予約権の引受実施 

平成 18 年 9月 29 日    Ｂ種優先株式増資代り金払込 

 

以上 


