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新株予約権の発行要項の一部変更に関するお知らせ 

 

     当社は平成18年2月7日開催の取締役会において、既に発行決議しております新株予約権（第1回・

第 2 回）の発行要項を一部変更し、改めて発行決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本

新株予約権の発行は平成18年2月24日に開催予定の臨時株主総会おける承認が条件となります。 

 

 

記 

 
１． 変更の内容 

 変更前 変更後 

第1回新株予約権 

第2回新株予約権 

① 申込期日及び払込期日 

平成18年3月31日（金） 

② 発行日 

   平成18年3月31日（金） 

③ 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） 

① 申込期日及び払込期日 

平成18年3月29日（水） 

② 発行日 

   平成18年3月29日（水） 

③ 新株予約権の行使請求期間 

平成18年3月30日（木）から 

平成21年3月31日（火） 

注１． 第1回新株予約権（3,000百万円）は、平成18年1月20付取締役会決議及び同日開示済み。 

注２． 第2回新株予約権（695百万円）は、平成18年1月27付取締役会決議及び同日開示済み。 

注３． 第1回新株予約権及び第2回新株予約権とも発行要項の変更内容は同じ。 

 

 

２．変更の理由 

事業再生投資の早期実行を可能とするため。 
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【第1回新株予約権の要項】 

(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）または 7（ハ）の規定に従って行使価額（下記 7（イ）に定義する。）の

調整または修正を行う場合には、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・修正前行使価額 
調整後割当株式数 ＝

調整・修正後行使価額 

 

上記算式における調整・修正前行使価額及び調整・修正後行使価額は、下記 7（ロ）に定め

る調整前行使価額及び調整後行使価額、または下記 7（ハ）に定める修正前行使価額及び修

正後行使価額とする。 

（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 
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(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
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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3月30日（木）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。 
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(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29日（水） 

(15) 発行日      平成18年3月29日（水） 

(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。 
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【第2回新株予約権の要項】 

1 新株予約権の名称 ： 株式会社サクラダ第2回新株予約権（第三者割当て） 

（以下「本新株予約権」という。） 

2 発行する新株予約権の総数 ： 50個 （本新株予約権1個の目的である株式の数は100,000

株（以下「割当株式数」という。）とする。） 

 

3 新株予約権の発行価額 ： 1個につき金20,000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1,000,000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5,000,000株。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 

(1) 当社が下記7(ロ) または7(ハ)の規定に従って行使価額（下記7(イ)に定義する。）の調整ま

たは修正を行う場合には、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･修正前行使価額 
調整後割当株式数 ＝

調整･修正後行使価額 

 

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

前行使価額及び調整後行使価額、または下記7(ハ)に定める修正前行使価額及び修正後行使価

額とする。 

(2) 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。 

(3) 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。 

(4) 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ただし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13,900,000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139円とする。 

なお、この行使によって得られる金額は695百万円である。  

（ロ）行使価額の調整 

(1) 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また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。 
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＋
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 

 

(2) 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およ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または処分価額をもって当社普通株式

を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株

式に行使される証券もしくは行使できる証券また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。）の転換また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。た

だし、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、上記ただし書の場合において、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。ただし、株券の交付

については下記19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も

しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新

株予約権付社債を発行する場合 

調整後の行使価額は、発行される証券または新株予約権も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また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。ただし、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) 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（ただし、上記

7(ロ)(2)②ただし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。 
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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。ただし、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。 

(4) 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。 

① 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、または合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更また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。 

③ 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。 

(5) 上記7(ロ)(1)乃至(4)及び下記7(ハ)により行使価額の修正また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、修正前または調整前の行使価額、

修正後または調整後の行使価額およ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。ただし、上記 7(ロ)(2)②ただし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（以下当該日を「決定日」という。）、決定日の前取引日（当

日を含む）まで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）がある5取引日の各取引日の終値の平均値の1円未満を切り上げた金額が、決定日

において有効な行使価額（以下「修正前行使価額」という。）を下回る場合、当該金額（以下

「修正後行使価額」という。）に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が69

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3月30日（木）から平成21年3月31日（火）（下記20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、できないものとする。 

10 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。 

11 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。 

12 募集の方法 第三者割当による 
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13 申込期日及び払込期日 平成18年3月29日（水） 

14 発行日          平成18年3月29日（水） 

15 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50個を

割当てる。 

16 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 19 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。 

(1)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。 

(2)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 19 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。 

(3)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 19 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。 

17 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。 

ただし、単元未満株式については株券を発行しない。 

18 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。  

19 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 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 

(2) 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 

20 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

(1) 当社は、当社が吸収合併による消滅、なら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

を消却することができるものとする。 

(2) 当社は（1）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

行相当額を対価として支払うものとする。 

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 

(1) 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。 

(2) 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
以上 


