
平成 18 年 8 月 18 日 

各  位 

会 社 名  ダ イ ア 建 設 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  西島 康二 

（コード番号 8858 東証第２部） 

問合せ先  人事総務部長   本橋 安彦 

                               TEL （03）3205-5571 

 

第三者割当による優先株式および新株予約権の発行に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年 8 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり、資本構成の再編を図

るため、会社法第 200 条および第 239 条の規定に基づき、募集株式（優先株式）および募集新

株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することを平成 18年 9月 20日開催予定の当社臨

時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議致しましたので、

お知らせ致します。 

 

記 

 

I. 募集株式（優先株式）および募集新株予約権の募集事項の決定の取締役会への委任の付議

の経緯 

1．当社の現状 

   当社は平成 15 年 12 月の再生スタート以降、マンションデベロッパーから、『モノづく

り』にこだわり品質に責任を貫く、マンションメーカーへと事業モデルの変革を強力に推

し進めてまいりました。「安全性」「耐久性」「可変性」をコンセプトに、スケルトン・イ

ンフィル工法を取り入れた新たな建築思想 TM3（ティーエムキューブ）に基づく新型マン

ションの開発に取り組み、首都圏をはじめ名古屋、北海道、新潟において、社会のストッ

クとなるべく良質な住宅の供給に努めてまいりました。また、昨年末からの耐震強度偽装

事件をきっかけに建物の構造に対する関心が集まる中、複数のメディアから建設現場にお

ける耐震構造説明会の取材を受けるなど、当社に対する認知度は確実に高まってきており

ます。 

   一方、財務面につきましては、資産のスリム化による有利子負債の大幅削減を実現した

ほか、資本再編の第一歩として減資の実施により繰越欠損を解消し、再生から飛躍へのス

テージに向け、スピード感を持ち、かつ、確実に足元を固めてまいりました。 

 

2．資本再編の目的 

   前記の状況下、残された課題は金融支援の一環として株式会社りそな銀行にお引受けい
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ただいた約 400 億円分の優先株式（以下「既存優先株式」といいます。）および株式会社

レオパレス 21にお引受けいただいた 12億円の第 3回無担保転換社債型新株予約権付社債

（以下「CB」といいます。）を処理することであると考えております。この既存優先株式

の転換（優先株式を取得するのと引換えに当社普通株式を交付することをいいます。以下

同様。）および CB の普通株式への転換（CB に付された新株予約権の行使をいいます。以下

同様。）による将来の普通株式の希薄化ないしは供給圧力を抑制することが株主の利益に

資するものと判断し、今回第三者割当による優先株式（以下「本優先株式」といいます。）

および新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行により、既存優先株式の

取得および CB の買入に伴う財務的措置を講ずる方針を採ることと致しました。なお、既

存優先株式の取得枠の設定を本臨時株主総会に付議することを同時に決議致しておりま

す。詳細については、本日発表の「自己株式（優先株式）の取得枠設定ならびに資本金お

よび資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。 

上記方針につきましては、既存優先株式に係る優先株主である株式会社りそな銀行およ

び CB の引受先である株式会社レオパレス 21 から十分なご理解を頂いております。また、

これら既存優先株式の取得および CB の買入の具体的な内容につきましては、決定され次

第お知らせ致します。 

 

3．当社資本構成の現状 

   当社の平成 18 年 3 月末時点における発行済普通株式総数は約 99 百万株でありますが、

既存優先株式約 400 億円（第 1回Ａ種約 40 億円、第 2回Ａ種約 40 億円、第 1回Ｂ種約 80

億円、第 2回Ｂ種約 80 億円、第 1回Ｃ種約 160 億円）の全てが当初転換価額（106 円）で

転換されますと、約 377 百万株の普通株式が増加いたします。加えて、CB12 億円が当初転

換価額（50 円）で転換されますと、24 百万株の普通株式が増加し、当社の発行済普通株

式総数は約 500 百万株となり現状の 5.1 倍程度となります。この発行済普通株式総数の増

加による大幅な株式の希薄化ないしは供給圧力を回避するため、早期の既存優先株式の取

得および CB の買入が必要であり、そのために一定の財務的措置を講じることが適切と判

断し、本優先株式および本新株予約権の募集事項の決定の取締役会への委任を本臨時株主

総会に付議することと致しました。 

 

4．資本調達スキームの骨子 

   本優先株式 170 億円（募集株式数の上限と払込金額の下限を乗じた額）をゴールドマン・

サックス・インターナショナルを割当先とし、本新株予約権 90 億円（募集新株予約権の

行使に際して出資される金銭の総額。但し、行使価額の修正又は調整があった場合はそれ

に応じて変動します。）をゴールドマン・サックス証券会社東京支店を割当先として発行

し資本調達を行う予定です。 

（注）本優先株式の転換および本新株予約権の権利行使による普通株式の希薄化の概要に
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つきましては、取締役会の発行決議後、それぞれ当初交付価額および当初行使価額決定後

に公表する予定です。 

 

 

II．募集株式（優先株式）および募集新株予約権の募集事項の決定の取締役会への委任の付議

の概要 

1．募集株式の募集事項の決定の取締役会への委任の概要 

(1)．募集株式の種類および数の上限 

Ｄ種優先株式（内容は下記要項のとおり）  1,700 株 

 

1 募集株式の名称 ダイア建設株式会社Ｄ種優先株式（以下「本優先株式」

という。） 

2 優先株式配当金  

 当社は、定款第 39 条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年 3月 31 日の

最終の株主名簿に記載または記録された本優先株式を有する株主（以下「本

優先株主」という。）または本優先株式の登録株式質権者（以下「本優先登

録株式質権者」という。）に対し、毎年 3月 31 日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された当社の普通株式（以下「当社普通株式」という。）を有する

株主（以下「普通株主」という。）または当社普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、本優先株式 1 株につき、下

記①に定める額の金銭（以下「本優先株式配当金」という。）を支払うもの

とする。ただし、下記(3)に定める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。 

 ① 優先株式配当金 

  イ 本優先株式配当金の額は、本優先株式 1 株あたりの払込金額

（10,000,000 円）にそれぞれの事業年度ごとに下記ロで定める配

当年率を乗じて算出した金額とする。ただし、平成 18 年 4 月 1日

に開始する事業年度に関しては、平成 18 年 9 月 21 日（同日を含

む。）から平成 19 年 3月 31 日までの期間につき日割計算により算

出される金額とする。 

  ロ 配当年率は、平成 18 年 9 月 21 日以降、各事業年度について、下

記算式により計算される年率とする。 

配当年率＝日本円 TIBOR（6 ヶ月物）＋1.00％ 

「日本円 TIBOR（6 ヶ月物）」とは、各事業年度の初日（当日が銀

行休業日の場合は前営業日）およびその直後の 10月 1 日（当日が

銀行休業日の場合は前営業日）において、午前 11 時における日本

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

（日本円 TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値の平

均値を指すものとする。ただし、上記いずれかの日において、午

前 11 時における日本円 6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・

オファード・レート（日本円 TIBOR）が公表されない場合は、同日

（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前 11 時に

おけるユーロ円 6 ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファー

ド・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またはこれに準ずるもの

と認められるものを、日本円 TIBOR（6 ヶ月物）の算出において用
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いるものとする。 

配当年率は、％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。 

 ② 累積条項  

  ある事業年度において本優先株主または本優先登録株式質権者に対して

支払う 1株あたりの定款第 39条に定める剰余金の配当の額が本優先株式

配当金の額に達しない場合においても、その差額は翌事業年度に累積し

ない。 

 ③ 非参加条項 

  本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては、本優先株式配当金

を超えて剰余金の配当を行わない。 

3 優先中間配当金  

 当社は、定款第 40 条に定める中間配当を行うときは、毎年 9月 30 日の最終

の株主名簿に記載または記録された本優先株主または本優先登録株式質権

者に対し、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株

主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式 1株につき、本優先株式

配当金の 2分の 1に相当する額の金銭（以下「本優先中間配当金」という。）

を支払う。 

4 残余財産の分配  

 当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主または本優先登録株式質権

者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式 1株に

つき 10,000,000 円の金銭を支払う。本優先株主または本優先登録株式質権

者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。 

5 議決権  

 本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決

権を有しない。 

6 取得請求権 

 本優先株主は、当社に対して、下記に定める条件により、当社普通株式と引

換えに、その有する本優先株式の全部または一部を取得することを請求する

ことができるものとし、当社は当該本優先株主に対して、本優先株式を取得

することと引換えに、下記に定める条件で、当社普通株式を交付するものと

する。 

イ 本優先株式を取得することを請求することができる期間 

 平成 18 年 9月 22 日から平成 28 年 9月 21 日までとする。 

ロ 本優先株式を取得することと引換えに交付する株式の種類および数の算

定方法 

 (イ) 本優先株式を取得することと引換えに交付する株式の種類 

当社普通株式 

 (ロ) 本優先株式を取得することと引換えに交付する株式の数の算定方法

本優先株式 1 株の取得と引換えに交付すべき当社普通株式数は、

次の算出式により算出される最大整数とする。 

取得と引換えに交付 

すべき普通株式数 
＝

優先株主が取得請求に際して提

出した優先株式の払込金額の総

額 

÷ 交付価額 

交付すべき株式数の算出にあたって 1 株未満の端数を生じたとき

は、会社法第 167 条第 3項各号に掲げる金銭の交付は行わない。

ハ 交付価額 

 (イ) 当初交付価額 

当初交付価額は、(i)本優先株式の発行を決議する取締役会開催日

（以下において「発行決議日」という。）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終値（以下「終値｣という。）
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の 100％に相当する金額、又は(ii)本優先株式の払込期日の翌日に

先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、その計算は円位

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。）の

いずれか高い金額とする。 

 (ロ) 交付価額の修正 

 交付価額は、平成 18 年 10 月以降の毎月第 3 金曜日（以下「修正

決定日」という。）の翌日以降、修正決定日を最終日とする 5連続

取引日（終値のない日は除き、修正決定日が取引日でない場合に

は、修正決定日の直前の取引日までの 5連続取引日とする。）の毎

日の終値（気配表示を含む。）の平均値（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。以下「修正決定日価額」

という。）の 90％に相当する金額（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。）に修正される。ただし、修正決

定日価額の 90％に相当する金額（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。）が修正決定日における交付価額

を上回るときは、当該修正決定日が平成 18 年 12 月の第 3 金曜日

以降の日であり、かつ直近 3 ヶ月における（修正決定日の属する

月を含む。）各月の第 3金曜日を最終日とする 5連続取引日（終値

のない日は除き、修正決定日が取引日でない場合には、修正決定

日の直前の取引日までの 5連続取引日とする。）の毎日の終値（気

配表示を含む。）の平均値（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。）の、平均値（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。）が発行決議日の終値

の 120％に相当する金額（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。）以上となる場合に限り、上記修正を行

うものとする。また、修正後の交付価額は、修正決定日価額の 90％

に相当する金額（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。）が、下限交付価額（以下に定義される。ただ

し、下記(ハ)による調整を受ける。）を下回る場合は下限交付価額

とする。 

 「下限交付価額」とは、(i)本優先株式の払込期日以降平成 18 年

12 月 15 日までは発行決議日の終値の 50％、(ii)平成 18 年 12 月

18 日以降平成 19 年 3 月 16 日までは発行決議日の終値の 40％、

(iii)平成19年3月19日以降は発行決議日の終値の30％に相当す

る金額（(i)ないし(iii)の各場合において、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。ただし、(iii)の場

合のみ、当該金額が 70 円を下回る場合は 70 円とし、90 円を上回

る場合は 90 円とする。）とする。 

 (ハ) 交付価額の調整 

(a) 当社は、本優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当

社普通株式数に変更を生じる場合また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「交付価額調整式」という。)

をもって交付価額を調整する。 

 

交付普通株式数× 

1株あたりの払込金額 既発行普通株式数 ＋

1株あたり時価 
調整後

交付価額 
＝ 

調整前 

交付価額
×

既発行普通株式数＋交付普通株式数 
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 交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主

に下記(b)(i)ないし(v)の各取引に係る基準日が定められてい

る場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、

調整後の交付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

式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付

普通株式数」は、当社普通株式の株式の分割が行われる場合に

は、株式の分割により増加する当社普通株式数（基準日におけ

る当社の有する当社普通株式に係り増加した当社普通株式数を

含まない。）とし、当社普通株式の併合が行われる場合には、株

式の併合により減少する当社普通株式数（効力発生日における

当社の有する当社普通株式に係り減少した当社普通株式数を含

まない。）を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調

整式で使用する「1 株あたりの払込金額」は、下記(b)(ii)およ

び(iv)の場合は 0円とし、下記(b)(iii)および(v)の場合は下記

(b)(vi)で定める対価の額とする。 

(b) 交付価額調整式により本優先株式の交付価額の調整を行う場合

およびその調整後の交付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(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって当社

普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）（た

だし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式

もしくは取得条項付新株予約権の取得と引換えに交付す

る場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使によ

り交付する場合を除く。） 

調整後の交付価額は、払込期日（募集に際して払込期間が

設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同

じ｡）または無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適

用する。ただし、当社普通株主に募集株式の割当てを受け

る権利を与えるためまたは無償割当てのための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ii) 当社普通株式の株式分割をする場合 

 調整後の交付価額は、当社普通株式の株式分割のための基

準日の翌日以降これを適用する。 

(iii) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記

(c)(ii)に定める時価を下回る対価（以下に定義される。）

をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行

する場合（無償割当ての場合を含む。）、または下記(c)(ii)

に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権その他の証券もしくは権利を発

行する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、本優先

株式と同時に発行されるダイア建設株式会社第1回新株予

約権（以下「第 1回新株予約権」という。）の発行を除く。）

 調整後の交付価額は、発行される取得請求権付株式、新株

予約権その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式

等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換または行

使され当社普通株式が交付されたものとみなして交付価

額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予

約権の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の翌

日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付
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株式等の割当てを受ける権利を与えるためまたは無償割

当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これ

を適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付さ

れる当社普通株式の対価が上記の時点で確定していない

場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で発行

されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定

時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交

付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出

するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適

用する。 

(iv) 当社普通株式の併合をする場合 

調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを

適用する。 

(v) 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約

権の取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対

価をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後の交付価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付

新株予約権に関して当該調整前に(iii)または(vii)によ

る交付価額の調整が行われている場合には、①上記交付が

行われた後の上記(a)に定める既発行普通株式数が、上記

交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整

後の交付価額は、超過する株式数を交付価額調整式の「交

付普通株式数」とみなして、交付価額調整式を準用して算

出するものとし、②上記交付の直前の既発行普通株式数を

超えない場合は、本(v)の調整は行わないものとする。 

(vi) 上記(iii)および(v)における対価とは、当該株式または新

株予約権その他の証券もしくは権利の発行に際して払込

みがなされた額（上記(iii)における新株予約権の場合に

は、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額と

する。）から、その取得または行使に際して当該株式また

は新株予約権その他の証券もしくは権利の所持人に交付

される当社普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、

その取得または行使に際して交付される当社普通株式の

数で除した金額をいう。 

(vii) 上記(i)ないし(iv)の各取引において、各取引に係る基準

日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以

降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を

条件としているときには、上記(i)ないし(iv)にかかわら

ず、調整後の交付価額は、当該承認があった日の翌日以降

これを適用するものとする。 

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認

があった日までに、本優先株式の取得と引換えに当社普通

株式を交付する取得請求権の行使をなした者に対しては、

次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとす

る。 
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（調整前交付価額 － 調整後交付価額）×
調整前交付価額により当該

期間内に交付された株式数
株式数 ＝ 

調整後交付価額 

 この場合に 1株未満の端数を生じたときは、その端数に調

整後の転換価額を乗じた金額を支払う。ただし、1 円未満

の端数はこれを切り捨てるものとする。 

(c) (i) 交付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、その小数第 2位を切り捨てる。 

(ii)  交付価額調整式で使用する時価は、調整後の交付価額を適

用する日（ただし、上記(b)(vii)の場合は基準日）に先立

つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）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、

その小数第 2位を切り捨てる。 

(d) 上記(b)に定める交付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、必要な交付価額の調整を行う。 

(i) 当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割によ

る当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他

の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済

株式の全部の取得のために交付価額の調整を必要とする

とき。 

(ii) その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる

事由の発生により交付価額の調整を必要とするとき（ただ

し、第 1回新株予約権の行使価額の修正および調整の場合

を除く。）。 

(iii) 交付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交付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) 交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付

価額との差額が 1 円未満の場合は、交付価額の調整は行わない

ものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ

れて、その後の調整の計算において斟酌される。 

(f) 上記(a)ないし(d)により交付価額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ならびにその事由、調整前の交付

価額、調整後の交付価額およびその適用の日その他必要な事項

を株主名簿に記載された各優先株主に通知する。ただし、上記

(b)(vii)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。 

 ③ 取得請求受付場所 

  株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲 1丁目 2番 1号 

みずほ信託銀行株式会社 

証券代行部 

④ 取得請求の効力の発生 

  取得請求の効力は、取得請求に要する書類および本優先株式の株券が上

記③に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。ただし、

本優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。 

7 取得条項 

 当社は、平成 28 年 9 月 21 日までに取得請求が行われなかった本優先株式に
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ついては、平成 28 年 9月 21 日の翌営業日以降の日で取締役会が別に定める

日（以下「一斉取得日」という。）をもって、そのすべてを取得するものと

する。当社は、本優先株式を取得するのと引換えに、当該本優先株式の優先

株主に対して、各優先株主の有する本優先株式の払込金相当額を、一斉取得

日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の毎日の終値（気配表示を含む。)

の平均値（終値のない日数を除く。また、そ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。）で除して得られる数の普通株

式を交付するものとする。ただし、当該平均値が、下限交付価額を下回ると

きは、各優先株主の有する本優先株式の払込金相当額を当該下限交付価額で

除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式の数の算出に当たって

1 株未満の端数が生じたときは、会社法第 234 条の規定に基づきその端数に

応じた金銭を交付する。 

8 優先順位 

 本優先株式に係る優先株式配当金および優先中間配当金ならびに残余財産

の分配の順位は当社発行の A 種優先株式、B 種優先株式および C 種優先株式

と同順位とする。 

9 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

 当社は、法令に定める場合を除き、本優先株式について株式の併合または分

割を行わない。当社は、本優先株主に対しては、募集株式または募集新株予

約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権

無償割当ては行わない。 

 

(2)．払込金額の下限 

1 株につき金 10,000,000 円 

(3)．特に有利な払込金額で募集株式を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 

今般新たに発行するＤ種優先株式の転換により発行される当社普通株式の数は、当社

の発行済普通株式総数に鑑みると大規模なものになると見込まれ、かかる発行による株

式の希薄化の影響、当社普通株式の需給関係の変化等を完全に反映したＤ種優先株式の

理論的な価値の正確な算定およびこれに基づく有利性の判断は困難であるため、株主総

会の特別決議によりご承認いただくことをお願いするものであります。 

 

なお、上記の募集株式の募集事項の決定の取締役会への委任は、本臨時株主総会において

新たにＤ種優先株式の発行枠を設定する定款一部変更議案が可決されることを条件と致し

ます。また、Ｄ種優先株式発行の際には、割当予定先であるゴールドマン・サックス・イン

ターナショナルより、当該Ｄ種優先株式発行日から 2年間において当該優先株式を譲渡する

場合、および当該Ｄ種優先株式を普通株式に転換し、当該普通株式を譲渡する場合には、そ

の旨を当社に報告する旨の確約を得る予定です。 

 

2．募集新株予約権の募集事項の決定の取締役会への委任の概要 

(1)．委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容および数

の上限 

第１回新株予約権（内容は下記要項のとおり）  900 個 
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1 新株予約権の名称 ダイア建設株式会社第１回新株予約権（以下「本新株予

約権」という。） 

2 新株予約権の目的である株式の種類およびその数の算定方法 
 本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式（以下「当社普通株式」

という。）とし、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

しまたはこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下当社普通株式の

発行または処分を「交付」という。）する数（以下「交付株式数」という。）

は、本新株予約権の行使の際に出資される金額（10,000,000円（以下「出資金

額」という。））に当該行使にかかる本新株予約権の個数を乗じた金額を行使

価額（第3項第(2)号に定義する。）で除して得られる最大整数（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。）とする。 

3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 (1) 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、第2項に定める

出資金額10,000,000円とする。 

(2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり

用いられる行使価額（以下「行使価額」という。）は、当初、(ⅰ)本新株

予約権の発行を決議する取締役会開催日（以下において「発行決議日」と

いう。）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終

値(以下｢終値｣という｡)の130%（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。）、又は（ⅱ）本新株予約権の割当日の翌日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。また、そ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。）のいずれか高い金額とする。ただし、

第4項または第5項に従い、修正または調整される。 

4 行使価額の修正 

 (1) 本新株予約権の割当日後、行使価額は、平成18年12月の第3金曜日以後にお

いては、毎月第3金曜日（以下「決定日」という。）の翌日以降、決定日ま

で（当日を含む。）の5連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日

が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とす

る。以下「修正後行使価額算定期間」という。）の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、

その小数第2位を切り捨てる。）に修正される（修正後の行使価額を以下「修

正後行使価額」という。）。なお、修正後行使価額算定期間内に、第5項第

(2)号ないし第(4)号で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、修正

後行使価額は、本要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が発行決議日の終値×50％に

相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位は切り捨てる。

ただし、第5項による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）を下

回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とし、修正後行使価額が発

行決議日の終値×200％に相当する金額（ただし、第5項による調整を受け

る。以下「上限行使価額」という。）を上回る場合には、修正後行使価額

は上限行使価額とする。 

(2) 本項第(1)号により行使価額の修正を行ったときは、当社は、速やかに書面

によりその旨、修正前の行使価額、修正後行使価額およびその適用の日そ

の他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者に通知す

る。 
5 行使価額の調整 
 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普

通株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次
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に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調

整する。 
 交付普通株式数× 

１株あたりの払込金額既発行普通株式数 ＋

時    価 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

 行使価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主

（以下「当社普通株主」という。）に本項第(2)号①ないし⑤の各取引に係

る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められてい

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

したものとする。行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、当社

普通株式の株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する当

社普通株式数（基準日における当社の有する当社普通株式に係り増加した

当社普通株式数を含まない。）とし、当社普通株式の株式の併合が行われ

る場合には、株式の併合により減少する当社普通株式数（効力発生日にお

ける当社の有する当社普通株式に係り減少した当社普通株式数を含まな

い。）を負の値で表示して使用するものとする。行使価額調整式で使用す

る「1株あたりの払込金額」は、本項第(2)号②および④の場合は0円とし、

本項第(2)号③および⑤の場合は本項第(2)号⑥で定める対価の額とする。

(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 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式

を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、当社の発行

した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約

権の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使に

より交付する場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられた

ときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）または無償割当て

の効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当社普通株主に募

集株式の割当てを受ける権利を与えるためまたは無償割当てのための

基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割をする場合 

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日

以降これを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定め

る時価を下回る対価（以下に定義される。）をもって当社普通株式を

交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、

または本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権その他の証券もしくは権利を発行す

る場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、本新株予約権と同時

に発行されるダイア建設株式会社Ｄ種優先株式（以下「Ｄ種優先株式」

という。）の発行を除く。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権その

他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全て

が当初の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付された

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（新株予約権の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の翌

 
注意：この文書は、当社の財務施策に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず 
一切の投資勧誘を目的として作成されたものではありません 

11 



日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に取得請求権付株式

等の割当てを受ける権利を与えるためまたは無償割当てのための基準

日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普

通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の行使価

額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全

てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通

株式が交付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、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社普通株式の併合をする場合 

調整後の行使価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

⑤ 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権の取得と

引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権

に関して当該調整前に本項第(2)号③または⑦による行使価額の調整

が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の本項第(1)号に

定める既発行普通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超

えるときに限り、調整後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調

整式の「交付普通株式数」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、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない

場合は、本⑤の調整は行わないものとする。 

⑥ 本項第(2)号③および⑤における対価とは、当該株式または新株予約権

その他の証券もしくは権利の発行に際して払込みがなされた額（本項

第(2)号③における新株予約権の場合には、その行使に際して出資され

る財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際し

て当該株式または新株予約権その他の証券もしくは権利の所持人に交

付される当社普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得

または行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をい

う。 
⑦ 本項第(2)号①ないし④の各取引において、各取引に係る基準日が設定

され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項第

(2)号①ないし④にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があっ

た日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日

までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出

方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

 
(調整前行使価額－調整後行使価額) ×

調整前行使価額により 

当該期間内に交付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、その端数に

調整後行使価額を乗じた金額を返還する。ただし、1円未満の端数はこ

れを切り捨てるものとする。 

(3) ① 行使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、そ

の小数第2位を切り捨てる。 

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、本項第(2)号⑥の場合は基準日）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普通株式の普通取引の
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毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。

また、そ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。）とする。 

(4) 本項第(2)号で定める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 当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社

の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式

交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額

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（ただし、Ｄ種優先株式の交

付価額の修正および調整の場合を除く。）。 

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) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差

額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。ただし、本

項により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において

斟酌される。 

(6) 本項第(1)号ないし第(5)号により行使価額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ならびにその事由、調整前の行使価額、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。ただし、本項第(2)号⑦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。 
6 新株予約権の行使可能期間 
 本新株予約権の割当日から3年間を経過する日まで 
7 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および資

本準備金 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社

計算規則第40条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5

を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り

上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加

する資本金の額を減じた額とする。 
8 譲渡制限 

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。

9 新株予約権の取得条項 

 (1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を別に定めた場合には、

当該取得日において、残存する本新株予約権の全部または一部を取得する。

当社が本新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取得する本新株

予約権を決定するものとする。当社は、本新株予約権を取得するのと引換

えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権1個あたり

金5,000円を交付する。 

(2) 本項第(1)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役

会で定める取得日の2週間前までに、当該取得日を、新株予約権原簿に記載

された本新株予約権の新株予約権者（本新株予約権の一部を取得する場合

は、当社取締役会が決定した本新株予約権の新株予約権者）に通知する。

10 一株に満たない端数の取扱い 
 本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する当社普通株式の数に一株に満

たない端数がある場合、当該端数は切り捨てるものとする。 

11 新株予約権証券 
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 本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。 

12 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。 

13 新株予約権の消滅 
 新株予約権行使可能期間内に行使請求書を提出せず新株予約権の行使を行うこ

とができなくなった場合、残存する本新株予約権は、消滅する。 

  

 
(2)．払込金額の下限 

1 個につき金 15,000 円 

(3)．特に有利な払込金額で募集株式を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 

今般新たに発行する第１回新株予約権の目的である当社普通株式の数は、当社の発行

済普通株式総数に鑑みると大規模なものになると見込まれ、かかる大規模な発行による

株式の希薄化の影響、当社普通株式の需給関係の変化等を完全に反映した第１回新株予

約権の理論的な価値の正確な算定およびこれに基づく有利性の判断は困難であるため、

株主総会の特別決議によりご承認いただくことをお願いするものであります。 

 

3．本優先株式および本新株予約権に関する当社普通株式の貸借について 

   本優先株式の割当予定先であるゴールドマン・サックス・インターナショナル、および

本新株予約権の割当予定先であるゴールドマン・サックス証券会社東京支店は、本優先株

式および本新株予約権に関して、本優先株式の取得請求権行使および本新株予約権の権利

行使の結果取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行なう当社普通株式の売

付け等以外の空売りを目的として、当社普通株式の借株を行なわないことになっておりま

す。 

 

【ご参考】 

1.資金の使途等 

 ①資金の使途 

本優先株式の発行、本新株予約権の発行および行使により調達する資金は、預金等で運

用し、将来の優先株式の取得、および CB の買入に関する資金に充当する予定です。 

 

 ②業績に与える見通し 

本優先株式および本新株予約権発行による修正はございません。 

 

2.株主への利益配分等 

 ①利益配当に関する基本方針 

当社は、株主への利益還元を重要な経営政策として位置づけております。利益配分につ

いては期間業績並びに長期的な利益計画を総合的に勘案し配当を実施することを基本方
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針としております。 

 

 ②配当決定に当たっての考え方 

現状では、資本構成の再編を優先しているため、誠に遺憾ながら無配とさせて頂いてお

ります。一日も早い配当の復活に向けて最大限の努力を行ってまいります。 
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3.割当予定先の概要 

ゴールドマン・サックス・インターナショナル

D種優先株式　　　　　1,700株

17,000,000,000円

住所
英国EC4A2BB　ロンドン、フリート・ストリート133、
ピーターボロー・コート

割当予定 代表者の氏名 マイケル・シャーウッド

先の内容 資本の額 175,273千米ドル

事業の内容 証券業

大株主
ゴールドマン･サックス･ホールディングス（U.K.）
ゴールドマン･サックス･グループ・ホールディングス
（U.K.）

出 当社が保有している 該当事項はありません

当社との 資 割当予定先の株式の数

関係 関 割当予定先が保有して 該当事項はありません

係 いる当社普通株式の数

取引関係 該当事項はありません

人事関係 該当事項はありません

　（注2）出資関係欄は、平成18年7月31日（月）現在のものであります。

割当予定先の氏名又は名称

割当株式数

払込金額

　（注1）資本の額は、平成18年5月25日（木）に関東財務局長へ提出の有価証券報告書に基づいたもの
　　　　 であります。

 

 

ゴールドマン・サックス証券会社東京支店

計900個

13,500,000円

住所
東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー

割当予定 代表者の氏名
社長　　持田　昌典
社長　　トーマス・Ｋ・モンタグ

先の内容 資本の額 700億円

事業の内容 証券業

大株主及び持株比率 ザ･ゴールドマン･サックス･グループ･インク　100%

出 当社が保有している 該当事項はありません

当社との 資 割当予定先の株式の数

関係 関 割当予定先が保有して 該当事項はありません

係 いる当社普通株式の数

取引関係 該当事項はありません

人事関係 該当事項はありません
　（注）資本の額および出資関係欄は、平成18年7月31日（月）現在のものであります。

割当予定先の氏名又は名称

割当新株予約権数

払込金額
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4.過去 3決算期間および直前の株価等の推移 

平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

始値 143 157 143 361

高値 172 252 552 377

安値 40 109 124 169

終値 159 145 361 225
　(注）1.高値・安値は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

　 　　2.平成19年3月期の株価は、平成18年8月17日現在で表示しております。  

 

以 上 
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