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「株主割当による新株式発行」の中止並びに 
「株主無償割当による第６回新株予約権の発行」に関するお知らせ 

 

 当社は、平成１９年１月２９日開催の取締役会において、平成１８年１２月２１日付「株
主割当による新株式発行」にてお知らせした有償の「株主割当による新株式発行」を中止し、
新たに「株主無償割当による第６回新株予約権の発行」を行う旨下記の通り決議いたしまし
たのでお知らせいたします。 
 
１．変更の理由 
 ①「株主割当による新株式発行」においては、募集株式の申込み期間が限定されており
（平成１９年５月２３日から５月３０日）、株主の皆様に募集に応じるか否かの投資判断を
していただくにあたっては、行使期間中いつでも行使並びに払込ができる新株予約権のほう
が株主の皆様にとって非常に有利であること、②有償株主割当においては申込期日から募集
払込期日（平成１９年６月２９日）までの価格変動リスクが生じますが、新株予約権の場合
これを回避できるため株主の皆様にとって便利であること、また、③今般、本件株主割当と
併せて、株式併合並びに第三者割当による新株予約権の発行を同時に行いますが、割当株式
数が 後まで確定しない有償割当の場合、関係各機関において予期しない事務上の混乱が生
ずる可能性が指摘されておりますこと等を考慮の上、慎重に検討を重ねた結果、今回の変更
をさせていただくものであります。 
 平成１８年１２月２１日付「株主割当による新株式発行」の中でもお伝えしております様
に、今後、当社は事業の再構築による業績の回復が重要な経営課題と認識しております。こ
の課題を解決する為にも、株主の皆様と一体となり事業を推進し、有償株主割当に代えて今
般のファイナンスを行いたいと考えております。 
 
２．変更内容 
今般変更させていただく「株主無償割当による第６回新株予約権の発行」の内容につきまし
ては、行使価額１７０円、割当基準日（平成１９年３月３１日）等につきましては、変更前
の「株主割当による新株式発行」の発行条件と同一であります。但し、変更前の株式有償割
当の割当対象の株主様は併合後の単元株式数（100株）以上を所有する株主様に限定させて
いただいていておりましたが、今回の無償割当におきましてはかかる条件は撤廃し、割当基
準日における全株主様を対象に併合後の単元未満株式を含む全株式について併合後の所有株
式数と同数の新株予約権を発行いたします。併合後１単元に満たない株式につきましては、
株主の皆様の申込みを受けて当社が金銭により買取りを行います。また、今回の変更に伴い、
当初の「株主割当による新株式発行」の発行条件としておりました、募集株式の申込期間、
及び払込期日は無くなります。また新株予約権の行使期間は平成１９年６月２５日（月）よ
り平成２０年２月２９日（金）となります。詳細につきましては別紙「新株予約権の発行要
項」をご参照ください。 
 
３．発行条件 
 本新株予約権の発行は、平成１９年２月１４日開催の臨時株主総会において、①株式併合
及び単元株式数の変更の件、②定款一部変更の件（発行可能株式数の減少、単元株式数
1,000株を100株へ変更）、③株主以外の者に対し、特に有利な発行価額をもって新株予約権
を発行する件の議案が全て承認可決されることを前提としております。 
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本計画は、発行価額が無償ですので、株主の皆様は割当時に金銭の払込みが不要であります。
また、本計画は株主の皆様の引受申込みが必要なく、自動的に割当てされます。即ち、新株
予約権割当基準日（平成１９年３月３１日）の株主の皆様には、併合後株式数１株に１個
（１株）の新株予約権が割り当てられますので、例えば、平成１９年３月３１日（株式併合
効力発生日、新株予約権割当基準日）に、 
（例１）10,000株を所有される株主様には、併合（現行100株を１株に併合）後の所有株式
数100株に対し、100個（100株相当）の新株予約権が無償で割り当てられ、行使期間中いつ
でも権利行使価額1株につき170円（行使払込金総額は、17,000円）の払込みとともに行使請
求をしていただくことにより、併合後の株式数100株と合計して、200株を所有することにな
ります。 
（例２）5,000株を所有される株主様には、併合（現行100株を１株に併合）後の所有株式数
50株に対し50個（50株相当）の新株予約権が無償で割り当てられ、行使期間中いつでも権利
行使価額170円（行使払込金総額は、8,500円）の払い込みとともに行使請求をしていただく
ことにより、併合後の株式数50株（単元未満株）と合計して、100株の単元株式を所有する
ことになります。 
（例３）1,000株を所有される株主様には、併合（現行100株を１株に併合）後の所有株式数
10株に対し10個（10株相当）の新株予約権が無償で割り当てられ、行使期間中いつでも権利
行使価額170円（行使払込金総額は、1,700円）の払い込みとともに行使請求をしていただく
ことにより、併合後の株式数10株（単元未満株）と合計して、20株の単元未満株式を所有す
ることになります。 

以上 
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【別  紙】 

新株予約権の発行要項 
 
１. 新株予約権の名称 株式会社サハダイヤモンド 第６回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。)
２. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 
 (1)  本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 
 (2)  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

普通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、平成19年3月
31日 終の発行済株式総数（当社の有する当社普通株式の数を控除する。）（本新株予約権1個あ
たりの目的である当社普通株式の数（以下「割当株式数」という。）は、1株）と同数とする。但
し、本項第(3)号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。 

 (3) ①  当社が第10項の規定に従って行使価額（第9項第(2)号に定義される。）の調整を行う場合に
は、割当株式数は次の算式によって調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使
の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り
捨てる。 
 

   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、第10項に定める調整前行使価額及
び調整後行使価額とする。 

  ②  調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(2)号及び第(5)号による行使
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。 

  ③  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並びにその理由、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、適用の日の前日ま
でに本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前期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。 

３． 本新株予約権の総数 平成19年3月31日 終の発行済株式総数（当社の有する当社普通株式
の数を控除する。）と同数とする。 

４. 各本新株予約権の払込金額 無償とする。 
５. 本新株予約権の払込金額の総額 無償とする。 
６． 基準日 平成19年3月31日 
７． 効力発生日 平成19年5月22日 
８． 募集の方法及び割当先 
  株主割当の方法により、平成19年3月31日の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株

主に対して、その所有株式1株につき1個の割合で本新株予約権を割り当てる。当社が有する当社普通株
式については本新株予約権を割り当てない。 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 (1)  各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）に行使

請求にかかる割当株式数を乗じた額（円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切上げる。）と
する。 

 (2)  本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株あたりの払込金
額（以下「行使価額」という。）は、170円とする。 

10. 行使価額の調整 
 (1)  当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、本項第(2)号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「行使
価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

   

交付株式数 × 1株あたりの払込金額 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  ＋  交付株式数 

 
   
 (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 本項第(4)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（但し、当
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社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当
社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本
号において同じ。）その他の証券若しくは権利の請求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（募集に際して払込期間が設けられているときは当該払込期
間 終日とする。以下同じ）の翌日以降、また、当社普通株式の株主（以下「普通株主」とい
う。）に割当てを受ける権利を与える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 株式分割又は無償割当て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、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の

無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日
以降、また当社普通株式の無償割当てについて当社普通株主に割当を受ける権利を与えるため
の基準日がない場合又は株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合は
当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

  ③ 本項第(4)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する旨の定めがある取
得請求権付株式若しくは取得条項付株式を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）又は本
項第(4)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
の他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

    調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権
その他の証券又は権利の全てが当初の条件で請求又は行使されて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、また無償割当ての場合は効力発生日の翌日）以降、これを適用する。但し、普通株主に
割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。 

    上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株
式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利が発行された時点で確定して
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
若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の
条件で請求又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  本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定さ
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又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は、本号①乃至③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。 

    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
行使した本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る。 
 (3)  行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にと

どまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の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。 

 (4) 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、小数第2位を切捨てる。
  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に先立つ45取引日目に始

まる30取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を除く。）の株式会社ジャスダック証券
取引所における当社普通株式の普通取引の終値（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位を切捨てる。 

  ③  行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）
がある場合はその日、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）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の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の基準日における当社の
有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

 (5)  本項第(2)号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。 
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  ①  株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会
社とする株式交換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。 

  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。 

 (6)  本項に定めるところ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、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適
用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、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。 

11． 本新株予約権を行使することができる期間 
  平成19年6月25日(月)から平成20年2月29日(金)（但し、第13項に従って本新株予約権が取得される場

合、取得される本新株予約権については、取得のための公告がなされた日の1日後）までとする。 
12． その他の本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． 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 
  当社は、当社が吸収合併による消滅並びに株式交換又は株式移転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、当該株式交換又は株式移転の効力発生日以前の取締役会において本新
株予約権を取得する日を定めた場合、会社法第273条第2項の規定に従って通知又は公告したうえで、か
かる取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 

14． 本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及び資本準備金に関する事項 
 (1)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。 

 (2)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)
号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

15． 本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要するものとする。 
16． 本新株予約権証券の発行 
  当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り本新株予約権証券を発行する。 
17． 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 
  当社は、株主に対する利益還元として、継続的な安定配当を行うことを基本方針としているが、現

状、無配が続いているため、株主に対する深謝の意を表し本新株予約権を発行するものであり、払込金
額は無償とした。また、本新株予約権の行使に際して出資される額については、株式併合による株価の
動向、及び希薄化の緩和を考慮して、平成18年12月20日の株式会社ジャスダック証券取引所における当
社普通株式の終値の10倍となる170円とした。 

18. 本新株予約権の行使の方法及び行使請求の効力発生日 
 (1)  本新株予約権の行使請求受付事務は、第20項に定める行使請求受付場所（以下「行使請求受付場

所」という。）においてこれを取り扱う。 
 (2) ①  本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める行使請求書（以下「行使請求書」と

いう。）に、行使しようとする本新株予約権を表示し、その行使に係る本新株予約権の内容及
び数、本新株予約権を行使する日等を記載して、これに記名捺印した上、行使可能期間中に行
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しようとする場合、行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に
際して出資の目的とされる金銭の全額を第21項に定める払込取扱場所の指定の口座に振込むも
のとする。 

  ③  行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することはで
きない。 

 (3)  本新株予約権の行使の効力は、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ当該
本新株予約権の行使に際して出資される金銭の全額が本項第(2)号②に定める口座に入金された日
又は本新株予約権を行使する日として行使請求書に記載された日のいずれか遅いほうの日に発生す
る。 

19． 株券の交付方法 当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 
20． 行使請求受付場所 株式会社サハダイヤモンド 本社管理部 
21. 払込取扱場所 株式会社りそな銀行 上野支店 
22. 剰余金の配当 
  剰余金の配当（会社法第454条第5項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領

する権利を有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通



 

本報道発表文は、当社の新株予約権発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のた

めに作成されたものではありません。 
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株式を、当該基準日において発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と
同様に取り扱うものとする。 

23. その他 
 (1) その他本新株予約権発行に関して必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 
 (2) 上記各項については、平成19年2月14日開催の当社臨時株主総会において、「株式併合及び単元株

式数の変更の件」、「定款一部変更の件」及び「第三者割当による第5回新株予約権の発行の件」
が承認可決されること及び証券取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

 (3) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読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。 

 以上
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