
 

平成 18 年 9月 20 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 

 

Ｄ種優先株式・第１回新株予約権の発行、自己株式（優先株式）の取得枠設定並びに減資

の承認のお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、Ｄ種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）およ

び第１回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の募集事項を下記ⅤおよびⅥ記載の通

り決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本日開催された臨時株主総会および各種類

株主総会（以下「臨時株主総会等」といいます。）において、本優先株式および本新株予約権の発

行のために必要な、本優先株式発行のための定款一部変更、本優先株式の募集事項の決定の取締役

会への委任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の各議案のほか、自己株式

（優先株式）の取得枠設定並びにその取得の原資確保のための資本金および資本準備金の額の減少

の各議案についても、それぞれ原案通り承認、可決されておりますので、あわせてお知らせいたし

ます。 

 

記 

  

Ⅰ．資本再編の目的 

  当社は、「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、

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。 

  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。 

こうした状況下、残された課題は金融支援の一環として発行した約 400 億円分の優先株式（以

下「既存優先株式」といいます。）および転換社債型新株予約権付社債（以下「CB」といいます。）

12 億円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本優
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先株式および本新株予約権の発行により、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いたしました。 

 

Ⅱ．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ず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議案を臨時株主総会等に付議しておりました。本日、株主の皆様から必

要な各議案につきご承認を頂きましたので、本日開催の取締役会において、本優先株式および本

新株予約権の募集事項の決定を決議いたしました。 

なお、当社は、平成 18 年 9 月 1 日に発表いたしました通り、優先株主である株式会社りそな

銀行との間で、本優先株式発行に伴い、第 1回Ａ種および第２回Ａ種優先株式のすべて並びに第

1 回Ｂ種優先株式の 50%を譲り受けることについて「優先株式譲渡契約書」を、また、本新株予

約権の行使状況等を踏まえて、第 1 回Ｂ種優先株式の残り 50%および既存の第２回Ｂ種優先株式

の 50%を譲り受けることについて「優先株式の譲渡に関する基本合意書」を締結し、加えて、第

３回無担保転換社債型新株予約権付社債の引受先である株式会社レオパレス 21 との間での当該

CB の譲り受けについての「新株予約権付社債譲渡契約書」を締結しております。 

 

Ⅲ．資本調達スキームの骨子 

  本優先株式 170 億円をゴールドマン・サックス・インターナショナル（後記割当先の概要をご

参照下さい。）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（後記割当先の概要をご参照下さい。）を割当先として発

行し資本調達を行います。 

 

Ⅳ．潜在株式に係る希薄化の縮減効果 

  本優先株式発行により取得を予定している、第 1回Ａ種および第２回Ａ種優先株式のすべて並

びに第 1回Ｂ種優先株式の 50%が、当初転換価額（106 円）ですべて転換されると仮定した場合、

約 113 百万株の普通株式が増加します。これに対して、本優先株式のすべてが当初交付価額 203.8

円で転換されますと、普通株式の増加は約 83 百万株に止まることから、約 30百万株に相当する

潜在株式数の減少が期待できます。また、本新株予約権の行使状況等を踏まえて取得を予定して

いる、第 1回Ｂ種優先株式の残り 50%および第２回Ｂ種優先株式の 50%が、当初転換価額（106 円）
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ですべて転換されると仮定した場合、約 75 百万株の普通株式が増加するのに対して、本新株予

約権のすべてが当初行使価額 244.4 円で転換されますと、普通株式の増加は約 37 百万株に止ま

ることから、約 39 百万株に相当する潜在株式数の減少が期待できます。結果、本優先株式発行

および本新株予約権の行使によって調達される資金を原資とし、合計約 68 百万株に相当する潜

在株式数の減少、並びに約 13.7％（対現発行済普通株式数比率約 69.3%）の希薄化縮減効果が期

待できます。 

さらに、第２回Ｂ種優先株式の残り 50%および第 1 回Ｃ種優先株式のすべてについては、今期

以降の期間利益の積上げにより消却していく予定でありますが、期間利益を原資に消却が実現し

ますと、約 189 百万株の潜在株式の減少が予想されます。したがって、 終的には約 257 百万株

の潜在株式の減少が予想され、希薄化縮減効果は約51.4％（対現発行済普通株式数比率約260.2%）

となる見込みであります。なお、平成 19 年 1 月に転換期間の開始時期を迎える CB は、当初転換

価額 50 円で転換されると 24 百万株の普通株式が増加しますが、CB を買入し当面保有することに

より供給圧力を抑制いたします。（平成 18 年 9 月 20 日付けの別添「資本再編に関する説明資料」

をご参照下さい。）  

 

Ⅴ．本優先株式の概要 

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 募集株式の数 1,700株 

3 募集株式の払込金額 1株につき10,000,000円 

4 増加する資本金およ

び資本準備金に関す

る事項 

増加する資本金の額は8,500,000,000円（1株につき5,000,000円）とし、

また、増加する資本準備金の額は8,500,000,000円（1株につき5,000,000

円）とする。 

5 払込金額の総額 17,000,000,000円 

6 払込期日 平成18年9月21日 

7 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 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 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、下記第 8項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・
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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。 

8 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 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 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。 

9 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。

10 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。 

11 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。 

① 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。 

② 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 大整数とする。 

取得と引換え

すべき普通

に交付

株式数 

際して

の総額 

付価額＝

優先株主が取得請求に

提出した優先株式の払込金額 ÷ 交

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。 

③ 交付価額 

 イ 当初交付価額 

当初交付価額は、203.8 円とする。 
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 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 終日とする 5連続取引日（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 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。）が本優先株式

の発行決議日（以下「発行決議日」という。）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94.0

円、(ii)平成 18 年 12 月 18 日以降平成 19 年 3 月 16 日までは 75.2 円、(iii)平成 19

年 3 月 19 日以降は 70.0 円とする。 

 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

(iv)の各取引にかか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、

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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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 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。 
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(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。 

（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交付価額を

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(e)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。 

 ④ 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 

 ⑤ 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④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。 

12 取得条項 
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 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。 

13 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。 

14 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。 

15 本優先配当金等の除斥期間 

 本優先配当金および本優先中間配当金の支払は、支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受

領されないときは、当社はその支払の義務を免れる。 

16 株式払込取扱銀行および払込取扱場所 

 東京都千代田区大手町 1丁目 1番 2号 

株式会社りそな銀行 東京営業部 

17 法改正等 

 会社法その他の法律の改正または当社が株券不発行会社になった場合等、本要項の規定中読み

替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

 

なお、Ｄ種優先株式発行の際には、割当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

約を得る予定であります。 

 

Ⅵ．本新株予約権の概要 
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 新株予約権の総数 900個 

3 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4項第

(2)号に定義する。）で除して得られる 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。 

4 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3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、244.4円とする。ただし、第5項または第6項に従

い、修正または調整される。 
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5 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、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6項第(2)号または第(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94.0円（ただし、第6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376.0円（ただし、第6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。 
6 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④の各取引にかか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かか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かか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 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。 
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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、各取引にかか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。ただし、株券の交付については第22項第(2)号の規定を準用する。 

 

 

(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
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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⑦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

よりその旨並びにその事由、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。 
7 新株予約権の行使可能期間 

 平成18年9月29日から平成21年9月28日（ただし、平成21年9月28日が銀行営業日でない場合にはそ

の前銀行営業日）までの期間とする。 
8 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

満の端数を生じる場合は、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。 
9 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。 
10 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。 

11 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。 

12 新株予約権証券 

 本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。 

13 各新株予約権の払込金額 
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 本新株予約権1個あたり15,000円 
14 新株予約権の払込金額の総額 

 13,500,000円とする。 

15 新株予約権の割当日 
 平成18年9月28日 

16 新株予約権の払込期日 

 平成18年9月28日 

17 新株予約権行使請求および払込の方法 

 (1) 本新株予約権の行使を行う場合には、新株予約権者は、当社が定める様式による行使請求書

（以下「行使請求書」という。）に必要事項を記入し、記名捺印の上、これを第20項に定め

る行使請求受付場所に提出するものとする。 

(2) 前号の行使請求書の提出に加えて、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資

金額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）を、現金にて第21項に定める払込取扱場

所の当社の指定する口座（以下「指定口座」という。）に払い込むものとする。 

(3) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

18 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。 

19 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。 

20 新株予約権の行使請求受付場所 
 東京都新宿区新宿6丁目28番7号 

ダイア建設株式会社 財務部 

21 新株予約権の行使に関する払込取扱場所 
 東京都千代田区大手町1丁目1番2号 

株式会社りそな銀行 東京営業部 

22 新株予約権行使の効力発生時期等 
 (1) 本新株予約権の行使請求の効力は、第17項第(1)号の行使請求書が行使請求受付場所に到達

し、かつ第17項第(2)号の出資金総額が指定口座に入金された場合において、本新株予約権を

行使する日として当該行使請求書に記載された日（当該行使請求書が行使請求受付場所に到

達した日または本新株予約権の行使に際して出資される出資金の指定口座への入金が行われ

た日のいずれかが、かかる行使請求書に記載された日の翌日以降である場合は、それらの日

のいずれか遅く到来した日。）に発生する。 

(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく株券を交付する。ただし、

単元未満株式については株券を発行しない。 
23 法改正等 

 会社法その他の法律の改正、当社が単元株式数の定めを廃止する場合または株券不発行会社にな

った場合等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を

講じる。 

 
Ⅶ．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。 

 

Ⅷ．資本金および資本準備金の額の減少の概要 
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 （１）資本金および資本準備金の額の推移 

                                     （円） 

 提出日現在 増加する額 減少する額 減少後の額 

資本金の額 6,680,698,105 8,500,000,000 8,500,000,000 6,680,698,105

資本準備金の額 0 8,500,000,000 8,500,000,000 0

 

（２）資本金および資本準備金の額の減少に係る手続の日程 

 ① 取締役会決議日           平成 18 年 8月 18 日 

 ② 臨時株主総会決議日         平成 18 年 9月 20 日 

 ③ 債権者異議申述公告         平成 18 年 8月 21 日 

 ④ 債権者異議申述 終期日       平成 18 年 9月 21 日（予定） 

    ⑤ 資本金および資本準備金減少の効力発生日    平成 18 年 9月 22 日（予定） 

 

【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、すでに締結して

おります買取契約によります既存優先株式の一部の取得および CB の買入に関する資金なら

びに将来の優先株式の取得の資金等に充当する予定であります。 

 

（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．株主への配当配分等 

 （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針として

おります。 

 

（２）配当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 大限の努力を行ってまいります。 

 

３． 割当先の概要 
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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

割当先 代表者の氏名 マイケル・シャーウッド

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 該当事項なし

当社との 資 割当先の株式の数

関係 関 割当先が保有して 5,600株

係 いる当社普通株式の数

取引関係 該当事項なし

人事関係 該当事項なし

　（注2）出資関係欄は、平成18年8月31日（木）現在のものであります。

割当先の氏名又は名称

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

割当先 代表者の氏名
社長　　持田　昌典
社長　　トーマス・Ｋ・モンタグ

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 該当事項なし

当社との 資 割当先の株式の数

関係 関 割当先が保有して 該当事項なし

係 いる当社普通株式の数

取引関係 該当事項なし

人事関係 該当事項なし
　（注）資本の額および出資関係欄は、平成18年8月31日（木）現在のものであります。

割当先の氏名又は名称

割当新株予約権数

払込金額

 
 

４．過去 3決算期間および直前の株価等の推移 
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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 159 145 361 188
　(注）1.高値・安値は、東京証券取引所市場第ニ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9月19日現在で表示しております。  
以 上 
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1．資本再編の目的と要旨
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（1） 資本再編の目的
① 発行済の優先株式（以下「既存優先株式」といいます。）および転換社債型新株予約権付社債（以下「CB」といいます。）の
普通株式への転換による将来の希薄化ないしは供給圧力を抑制し、株主価値の向上を図ります

② 当資本再編により再生の象徴である既存優先株式（額面ベースで約４００億円）の消却に道筋をつけます

（2） 資本再編の要旨
① 第１ステップ

D種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）１７０億円を新たに発行し、既存優先株式約１２０億円（買受額約１３２億円）、
およびCB１２億円（買受額約２８．８億円）を取得します。また、第１回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の行
使に伴う資本増強（約９０億円）により、既存優先株式約８０億円（買受額約８６億円）を取得します

② 第２ステップ

期間収益積上げにより、残りの既存優先株式約２００億円を取得する方針です

【イメージ図】

第２ステップ 期間収益積上げによる消却

本優先株式発行・本新株予約権行使による消却第１ステップ 約200億円

約200億円

消却額
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2. 資本再編の概要
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（１）既存優先株式・CBの状況

① 経緯

平成１５年８月に「新ダイア・リバイバル・プラン」を作成し、産業再生機構より支援決定を受けました。
再生を確実なものにするために財務健全化の一環として、主力行であるりそな銀行等の金融機関から約９１１億円の
債権放棄を受け、りそな銀行を割当先とする約４００億円のデット・エクイティ・スワップによる優先株式の発行、レオパ
レス２１を割当先とする１８億円の増資及び１２億円のCBを発行しました。

② りそな銀行保有の既存優先株式の概要

③ レオパレス２１保有のCBの概要

新株予約権付社債 発行日 発行総額 利率 当初転換価額 転換開始時期 償還期日

第3回無担保転換社債型
新株予約権付社債

平成16年
1月14日

年0.1％12億円 50円 平成19年
1月14日

平成46年
3月31日

優先株式 発行日 発行総額 発行価額（1株） 発行株数 当初転換価額 転換開始時期

第１回Ａ種 平成16年1月10日 約40億円 300円 13,333千株 106円 平成20年12月1日

第２回Ａ種 平成16年1月10日 約40億円 300円 13,333千株 106円 平成22年12月1日

第１回Ｂ種 平成16年1月10日 約80億円 300円 26,666千株 106円 平成24年12月1日

第２回Ｂ種 平成16年1月10日 約80億円 300円 26,666千株 106円 平成25年12月1日

第１回Ｃ種 平成16年1月10日 約160億円 300円 53,333千株 106円 平成27年12月1日
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（２）希薄化縮減効果

① 本優先株式発行による既存優先株式およびCBの取得

実施内容 種 類 発行価額 潜在株式数

発行 Ｄ種優先株式（第三者割当） 170億円 83,415,112

実施内容 種 類 発行価額 買受額 潜在株式数

第１回Ａ種優先株式 約40億円 約44.8億円 37,734,905

第２回Ａ種優先株式 約40億円 約44.0億円 37,734,905

第１回B種優先株式（１／２） 約40億円 約43.2億円 37,734,905

計 約120億円 約132.0億円 113,204,715

買受

② 本新株予約権行使に伴う資本増強による既存優先株式の取得

以下については、当社が当面保有することにより、供給圧力を抑制します。

24,000,000約28.8億円12億円第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

潜在株式数買受額発行価額種 類

（注）本優先株式による潜在株式数は、当初交付価額２０３．８円を前提として算出

75,469,810約86.0億円約80億円計

37,734,905約42.8億円約40億円第２回B種優先株式（１／２）

37,734,905約43.2億円約40億円第１回B種優先株式（１／２）
買受

潜在株式数買受額発行価額種 類実施内容

36,824,877約90億円第１回新株予約権（第三者割当）発行

潜在株式数行使に伴う資本増強額種 類実施内容

（注）本新株予約権の行使による潜在株式数は、当初行使価額２４４．４円を前提として算出
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（３）希薄化縮減効果と株式数推移見込み（潜在株式含む）
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3. 当社の成長戦略と競争優位性
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（１）ダイアの概要

■ダイア管理
マンションやビル・建物施設の総合管理

「すべてに誠意をもって」を合言葉に、高品位の
サービスにより、マンションやビル・建物施設の「安
全・安心・快適」を実現

■ダイアリビングサービス
リビング事業・リフォーム事業・住宅流通事業

きめ細かいアフターサービスをモットーとし、アフターメンテ
ナンス、リフォーム、大規模修繕工事、賃貸・売買、住設機
器の販売などの事業を展開

■ダイア建設
マンション分譲事業
“人にやさしい住まいの提言”をテーマに、
「ダイアパレスシリーズ」を分譲

全国に約1,970棟、約10万戸強（平成18年3月末
現在）の実績

ダイアグループは

「つくる」「まもる」「なおす」
が三位一体となって

高品質なモノづくりとサービスで
お客様を支えます
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（２）ダイア再生の軌跡

平成16年3月31日 平成17年3月31日 平成18年3月31日

① 債権放棄・債務の株式化による金融支援
● 債権放棄約911億円および債務の株式化約400億円 計約1,311億円

② 拠点の統廃合による経営資源の集中
● 横浜を本社へ統合するとともに、東北、大阪、中国、四国、九州の5拠点を廃止し、
地方拠点は北海道、新潟、名古屋の3拠点に集中

③ グループ事業再編による経営効率化
● ノンコア事業を営む関係会社9社を清算

④ 固定資産の売却による資産スリム化
● 自用不動産や賃貸不動産の処分等により、平成18年3月期の有形固定資産は平成15年
3月期対比約400億円圧縮

⑤ 完成在庫の圧縮による資産スリム化
● 平成18年3月期の販売用不動産は平成15年3月期対比約153億円圧縮

⑥ 金融支援および資産スリム化による有利子負債の大幅圧縮
● 平成18年3月期の有利子負債は平成15年3月期対比約1,692億円減少

⑦ 減資による繰越欠損の解消
● 早期復配を可能とする財務基盤の構築を図るため、資本金の減少・資本準備金の取崩、
計約365億円により、繰越欠損を一掃
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（３）財務ハイライト

①自己資本及び有利子負債の推移（連結ベース）

自己資本の推移 有利子負債の推移

（単位：百万円） （単位：百万円）
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（３）財務ハイライト

②売上及び収益の推移（連結ベース）

再生スタート以降、黒字体質へ転換。但し、平成18年3月期は、竣工物件が期末に集中し、一部引渡し
が遅れたことや耐震強度偽装事件の影響による買い控えの動きから、減収減益

（単位：百万円）

H15年3月 H16年3月 H17年3月 H18年3月 H19年3月

実績 実績 実績 実績 予想

売上高 104,512 125,666 86,302 64,253 73,000

営業利益 ▲ 412 627 5,123 2,009 ―

経常利益 ▲ 5,672 ▲ 3,747 4,690 1,418 2,400

当期純利益 ▲ 88,754 33,825 2,643 1,592 2,000
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（%）（単位：百万円）

予想
（注）百万円未満は切捨て
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（４）住宅環境変化に対応した新ビジネスモデルの確立

ダイアの新ビジネスモデル

モノづくりと品質にこだわるメーカーへの転換

収益性を重視した組織への転換
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（５）住宅市場環境の変化

I． 安全性ニーズの高まり

天災増加等により安全に配慮したマンションに対するニーズの高まり

II. 耐久性ニーズの高まり

老朽化マンションの建替問題等を機に、耐久性に優れたマンションに対するニーズの高まり

III. 質的ニーズの高まり

景気の回復により個人の所得も増加。質の高い物件に対するニーズの高まり

IV. 信頼性ニーズの高まり

耐震強度偽装事件後、より高い実績・知名度を有するディベロッパーが好まれる傾向

V. 質的向上を促す政策

政府は良質な住宅ストックの形成を促進するための政策「住生活基本計画」を策定

新ビジネスモデル ～ ”モノづくりと品質にこだわるメーカー”への転換
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（６）ダイアの新ビジネスモデル“TM3”

質的ニーズ 耐久性ニーズ

安全性ニーズ

約約2,0002,000棟に及ぶ供給実績により築かれたダイア建設に対する信頼棟に及ぶ供給実績により築かれたダイア建設に対する信頼

住宅市場の環境の変化に対応するため、TM3（ティーエムキューブ）を柱とする新ビジネスモ
デルを確立。 ※TM3・・・住まいを時（Time）と空間（㎥）で考える。ダイア建設が提案する新しい住まいづくりの思想。

質的向上を促す政策

“TM3”（ティーエムキューブ）

「安心であること」「長持ちすること」
「変化にこたえること」

ダイア建設が提案する新たな建築思想
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（７）”TM3”の３つの特長

Ⅰ．安全性
（1）住宅性能表示制度（耐震等級「2」）の取得

耐震等級「2」とし、最大震度7程度の1．25倍の力にも耐える建物として設計（一般のマンションでは耐震
等級「1」）

（2）高い強度のコンクリートを採用
コンクリート強度に大きな影響をおよぼす水セメント比を50%以下に、コンクリートのひび割れが起きにくく、
腐食性物質の侵入を抑制（通常、セメント比60%以下）

【高い強度のコンクリート】

（3）高強度鉄筋の採用
建物を支える柱に巻く鉄筋（フープ筋）には、溶接閉鎖型フープ筋等を採用、壁の鉄筋もダブル配筋にし
て強度を確保

Ⅱ．耐久性
（1）住宅性能表示制度（劣化対策等級「3」）の取得
耐久性を表すレベルである劣化対策等級の最高グレード「3」を取得

（2）コンクリートのかぶり厚確保
マンションの骨格ともいえる鉄筋の強度を長期間保つために、鉄筋を覆うコンクリートの厚さ（「かぶり厚」）
を十分確保

【コンクリートかぶり厚】
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（７）”TM3”の３つの特長

Ⅲ．可変性
（1）スケルトン・インフィル工法の採用

スケルトン（コンクリート躯体）とインフィル（内装・設備）を完全分離するスケルトン・インフィル工法を採用、
間取り変更の自由度を大幅に向上

（2）オープンエアシャフトの採用
通常、住戸内を貫通している配管を一つにまとめて、住戸の外に設置するオープンエアシャフトを採用、リ
フォームの自由度を大幅に向上

（3）階高3．0ｍ以上の確保

【オープンエアシャフト】

平面的な広さだけでなく、高さも含めた体積としての居住空間を追求。また、二重床・二重天井にし、リ
フォームのし易さも実現可能

平成18年3月期の実績

TM3取扱数： 22棟（全物件25棟）

TM3取扱比率： 88% 
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（８）新ビジネスモデル確立を目的とした組織強化

収益性を重視した組織への転換モノづくりを重視した組織作り

戦略事業部 戦略営業部

従来の支店のエリアにと
らわれず、機動的な仕入
活動を行う

従来の支店のエリアにと
らわれず、機動的な販売
活動を行う

りそな銀行の
ネットワーク活用

ダイア管理の
ネットワーク活用

土地仕入面

資金調達面

全国92,000戸を超える管
理戸数を誇るダイア管理
のネットワークから得られ
る情報を活用

営業力強化仕入れ力強化設計部
ＴＭ3シリーズマンションに適した設計管理
（構造・意匠・ボリューム）

品質管理部
コンクリート強度をはじめとし、施工時から
竣工後までの品質管理・アフターサービス

技術デザイン室
購入顧客の設計変更への対応、モデル
ルームのデザイン

顧客サービス室
コールセンター機能として、顧客の要望等
をデータベース化し、顧客サービスの向上

建材、建具、住設機器等に関わる徹底し
たコスト管理

積算・購買部


