
 

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。 

1／8 

 

 

 

平成 19 年 2月 26 日 

各   位 

会 社 名     株式会社 サクラダ 

代表者名 代表取締役社長 曽田 弘道

（コード番号 5917 東証第１部） 

問合せ先 取締役業務部長 小林 秀明

（TEL. 047 － 328 － 3145） 

 

 

第三者割当による新株予約権の発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成１9 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り、サクラダ・バイアウトフ

ァンド有限責任中間法人を割当先とする第 3回新株予約権の発行を決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 

本新株予約権は、平成 18年 5 月 31 日付「募集新株予約権の発行に係る定時株主総会付議に関す

るお知らせ」及び平成 18 年 6 月 29 日付「定時株主総会開催の結果に関するお知らせ」の通り、平

成 18 年 6月 29 日開催の当社定時株主総会において、今後当社が実施する投資事業に関する資金需

要に迅速に対応するための本新株予約権募集事項の決定を当社取締役会に委任することが決議さ

れておりますが、この決議に基づき、今後の投資事業に機動的に対応することを目的として発行す

るものであります。 

 

記 

 Ⅰ 本新株予約権の要項 

 

1. 本新株予約権の名称 

株式会社サクラダ第 3回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の数 

700 個 

 

3. 本新株予約権の払込金額 

1 個につき金 100,000 円（総額金 70,000,000 円） 

 

4. 本新株予約権の申込期間 

平成 19 年 3月 6日（火） 

 

5. 本新株予約権の割当日 

平成 19 年 3月 6日（火） 
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6. 本新株予約権の払込期日 

平成 19 年 3月 6日（火） 

 

7. 本新株予約権の募集の方法並びに割当先及び割当数 

本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によることとし、総数引受契約に基づき、下記の割当

予定先がその総数を引受ける。 

サクラダ・バイアウトファンド有限責任中間法人  700 個 

 

8. 本新株予約権の申込取扱場所及び払込取扱場所 

(1) 申込取扱場所 

株式会社サクラダ 業務部総務チーム 

千葉県市川市二俣新町 21 番地 

(2) 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 

 

9. 本新株予約権の目的である株式の種類 

当社普通株式 

 

10. 本新株予約権の目的である株式の数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の総数は、本新株予約権の発行数に本新株予約権１個の目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）を乗じた数とし、割当株式数は、当初、第 12 項第(1)

号に定める本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額を、同項第(2)号に定める当

初行使金額で除した数（１株未満切り捨て）とする。 

 

11. 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

(1) 当社が第 13 項又は第 14 項の規定に従って、行使金額（第 12 項第(2)号に定義する。）の調

整又は修正を行う場合には、本新株予約権の目的たる割当株式数は、次の算式により調整さ

れる。 

調整前割当株式数 × 調整・修正前行使金額 
調整後割当株式数 ＝ 

調整・修正後行使金額 

上記算式における調整・修正前行使金額及び調整・修正後行使金額は、第 13 項に定める調

整前行使金額及び調整後行使金額、又は第 14 項に定める修正前行使金額及び修正後行使金

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第 13 項第(2)号及び第(4)号による行

使金額の調整に関し、各号に定める調整後行使金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。ただし、第 13 項第(2)号④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。 
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12. 本新株予約権の行使に際して出資される財産 

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は本新株予約権１個あた

り 10,000,000 円とする。 

(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株当たりの出資金額（以下「行使金額」という。） 

当初、本新株予約権の払込期日の直前の５連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）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。以下「当初行使金額」という。）とする。 

 

13. 行使金額の調整 

(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

金額調整式」という。）により行使金額を調整する。 

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 

行使金額 
＝

 

調 整 前 

行使金額 

 

×
既発行普通株式数＋交付普通株式数 

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

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（ただし、当社の発行した取得請求権付

株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）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。）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。） 

調整後の行使金額は、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

払込期間の最終日とする。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 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合 

調整後の行使金額は、当該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、また、当社普通株式の無償割当について当社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、それぞれこれを適用する。 

③ 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(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（新株予約権付社債に付されたものを含む。）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。） 

調整後の行使金額は、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

約権その他の証券若しくは権利の全てが当初の条件で請求又は行使されたものとみな
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して行使金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。ただし、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には、その日の翌日以降これを

適用する。 

④ 本号①ないし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ないし③の定めにかかわらず、調整後

の調整後の行使金額は、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。 

( 調整前行使金額 － 調整後行使金額 ) ×
調整前行使金額により当該期

間内に交付された株式数 
 

株式数 

 

＝
調整後行使金額 

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) ① 行使金額調整式の計算については、円位未満を切り捨てる。 

② 行使金額調整式で使用する時価は、調整後の行使金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 行使金額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基

準日がない場合は、調整後の行使金額を適用する日の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、本項第(2)号②の場合には、行使金額調整式で使用する交付普通株式数は、基準

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 行使金額調整式により算出された調整後の行使金額と調整前の行使金額との差額が１

円未満にとどまるときは、行使金額の調整は行わない。ただし、次に行使金額の調整を

必要とする事由が発生し行使金額を算出する場合は、行使金額調整式中の調整前行使金

額に代えて、調整前行使金額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 

(4) 本項第(2)号の行使金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、

必要な行使金額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の額の減少、合併、会社分割又は株式交換のために行使金額の調整

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

使金額の調整を必要とするとき。 

③ 行使金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

使金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) 本項第(1)号ないし第(4)号により行使金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、調整前の行使金額、調整後の行使金額及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本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)

号④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。 
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14. 行使金額の修正 

(1) 行使金額は、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

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

「修正後行使金額」という。）に修正される。ただし、かかる算出の結果、修正後行使金額

が当初行使金額の 50％に相当する金額（1円未満切り捨て。以下「下限行使金額」という。）

を下回ることとなる場合には、修正後行使金額は下限行使金額とする。 

(2) 前号により行使金額の修正を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨、修正前行

使金額、修正後行使金額及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

た本新株予約権者に通知する。 

 

15. 本新株予約権の行使請求期間 

平成 19 年 3月 6 日（火）から平成 21 年 3 月 31 日（火）（第 19項第(1)号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、当該取得日の前銀行営業日）までとす

る。 

 

16. 本新株予約権の行使の条件 

(1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2) 本新株予約権のある回の行使請求により新たに発行されることとなる当社普通株式の数と、

当該時点において行使済みの本新株予約権の行使請求に際して新たに発行された当社普通

株式の累計数との合計が、285,592,177 株（以下「上限新規発行株式数」という。）を超える

こととなる場合には、当該回の行使請求にかかる本新株予約権のうち、上限新規発行株式数

を超えることとなる部分の本新株予約権については、これを行使することができないものと

する。 

 

17. 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) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の払込金額 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の払込金額は、行使請求にかかる各本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該各本新株予約権の払込金額

の総額を加えた額を、当該各本新株予約権の割当株式数の合計で除した額とする。 

(2) 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の額に関する事項 

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の額は、会社計算規

則第 40 条第１項に従い算出される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た額とする。）、当該資本金等増加限

度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

 

18. 本新株予約権の譲渡による取得に関する事項 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を必要とするものとする。 

 

19. 本新株予約権の当社による取得に関する事項 

(1) 当社は、当社が吸収合併による消滅、又は株式交換若しく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た場合、当該効力発生日以前に、残存する本新
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株予約権の全部を取得することができるものとする。 

(2) 第 14 項に基づき行使金額が修正され、これにより第 11 項に基づき割当株式数が調整された

結果、当該時点において未行使の本新株予約権にかかる上記調整後の割当株式数の合計と、

当該時点において行使済みの本新株予約権の行使請求に際して新たに発行された当社普通

株式の累計数との合計が、285,592,177 株（以下「上限新規発行株式数」という。）を超える

こととなる場合には、当社は、当該割当株式数の調整があった日に、当該時点において未行

使の本新株予約権のうち、上限新規発行株式数を超えることとなる部分の本新株予約権の全

部を取得するものとする。なお、当該取得の時点において未行使の本新株予約権を所有する

者が複数いる場合、当社は、当該各人が所有する未行使の本新株予約権の個数の比率に応じ

て、当該各人より未行使の本新株予約権を取得する。 

(3) 当社は、前二号による本新株予約権の取得を行う場合、本新株予約権者に対し、本新株予約

権の払込金額相当額の金銭を対価として支払うものとする。 

 

20. 新株予約権証券の発行 

(1) 本新株予約権にかかる新株予約権証券は、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。 

(2) 本新株予約権にかかる新株予約権証券は全て記名式とし、無記名式への転換は行わないもの

とする。 

 

21. 本新株予約権の行使請求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 23 項の行使請求の受付場所（以下「行使請求受付

場所」という。）においてこれを取扱う。 

(2) 本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。 

(3) 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第 23 項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。 

(4) 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第 23 項の行使請求受付

場所に到着し、か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。 

 

22. 株券の交付方法 

株券は、本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。 

 

23. 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 

(1) 本新株予約権の行使請求の受付場所 

株式会社サクラダ 業務部総務チーム 

千葉県市川市二俣新町 21 番地 

(2) 本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 
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24. その他 

(1) 上記各項のほか、本新株予約権に関する事項は、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。 

 

 

Ⅱ 調達資金総額及び使途について 

本新株予約権の発行総数は 700 個（行使による払込総額 70 億円）ですが、発行要項第 19

項（2）に記載の通り、行使により新規に発行する普通株式総数が 285,592,177 株（「上限新

規発行株式数」）を超えることとなる場合には、当社は、当該時点において未行使の本新株

予約権のうち、上限新規発行株式数を超えることとなる部分の本新株予約権の全部を取得す

ることになりますので、今後の当社株価の推移によっては、調達金額の総額が 70 億円に達

しない場合もあります。 

また、本新株予約権の行使による払込資金につきましては、今後当社が実施する企業買

収・事業再生投資の資金として充当する予定であります。 

なお、この企業買収・事業再生投資とは、当社が新規事業への進出を決議するにあたり、

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

等の投資内容を総称したものであり、本払込資金は特定の企業買収を企図しておりません。 

 

Ⅲ 潜在株式による希薄化について 

当社が発行済みのＡ種優先株式（総額 20 億円）及びＢ種優先株式（5億円）が、本日適用

の転換価額（42 円）にて全て転換され、かつ、本新株予約権の行使により上記「上限新規発

行株式数」が新規に発行されたと仮定した場合、発行済普通株式数は、現状の約 110.7 百万株

から約 345.1 百万株増加し、約 455.8 百万株となり希薄化が想定されます。 

またＡ種優先株式及びＢ種優先株式が、下限転換価額（23 円）にて全て転換され、かつ、

本新株予約権の行使により上記「上限新規発行株式数」が新規に発行されたと仮定した場合、

発行済普通株式数は、現状の約 110.7 百万株から約 394.3 百万株増加し、約 505.0 百万株とな

り希薄化が想定されます。 

 

Ⅳ その他 

 

１． 業績の見通しについて 

平成 19 年 3 月期の業績見通しにつきましては、平成 19 年 2 月 15 日に開示いたしまし

た「平成 19 年 3 月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結・個別）」にてご報告の通りで

すが、本新株予約権発行による当期の業績への影響等は現時点で不明のため、今後適時開

示規則による開示基準に相当する場合は、速やかに開示いたします。 

 

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。 
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３． 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 朝生 隆一 

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 

950,550 株 

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 該当事項はありません。 

（※）資本の額及び出資関係の欄は平成 19 年 2月 26 日現在におけるものです。 

 

４． 過去 3決算期及び直近の株価推移 

   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

高値（円） 183 227 214 146

安値（円） 70 119 107 38

 （注）平成 19 年 3 月期の株価は、平成 19 年 2月 23 日現在で記載しています。 

 

５． 本新株予約権発行日程（予定） 

 

平成 19 年 2月 26 日 本新株予約権発行決議取締役会 

有価証券届出書提出（関東財務局） 

平成 19 年 3月 6日 有価証券届出書効力発生日 

払込期日 

行使開始日 

 

 

以上 


