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行使価額修正条項付第８回新株予約権（ＭＳワラント）（第三者割当）の発行並びに 

コミットメント条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ 

  
当社は，平成20年７月17日開催の当社取締役会において、取締役の満場一致により、第８回新株予約

権（第三者割当）（以下、「第８回新株予約権」という）の発行、並びに金融商品取引法による届出の効力

発生後に、Zeus Advisors (Cayman) との間で下記の内容を含むコミットメント条項付き第三者割当契約を

締結することを決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。なお、監査役

からの特段の異論はございませんでした。 

 

記     

発行要領 

1. 新株予約権の名称 株式会社サハダイヤモンド第8回新株予約権 

（以下「本新株予約権」という｡） 

2. 本新株予約権の払込金額の

総額 

金28,000,000円 

3. 申込期日 平成20年8月4日 

4. 割当日および払込期日 平成20年8月4日 

5. 募集の方法 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権を  

Zeus Advisors (Cayman)に割当てる。 

6. 新株予約権の目的である株式の種類および数の算出方法 

 (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請求により当社が当社普通株式を交付する数は、第9項第(1)号の出資額

を第9項第(2)号の行使価額（ただし、第10項及び第11項によって修正又は調整された場合は

修正後又は調整後の行使価額）で除して得られる 大整数（以下「交付株式数」という。）

とする。この場合に１株未満の端数を生じたときにはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。 

本新株予約権1個当りの目的である当社普通株式の数は当初行使価額116円として、17,241株

目的となる株式の総数は172,413,793株 

7. 本新株予約権の総数 10,000個 

8. 各本新株予約権の払込金額 金2,800円 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法 

 (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、2,000,000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交付する場合における株式1株あたりの出

資される財産の価額(以下「行使価額」という。) は、当初、116円とする（以下「当初行使

価額」という。）。 

10. 行使価額の修正 

 当社は、払込日の翌日以降の毎取引日において、当該日において有効な行使価額と当該日の

  

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－ 

 



直前取引日（終値のない日を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所（以下「取引所」

という。）における当社普通株式の普通取引の安値（気配表示を含む。）の90％に相当する

金額（1円未満切捨て。以下「基準価格」という。）を比較し、基準価額が行使価額を下回

る場合には、行使価額を当該基準価格に修正する。ただし、かかる修正後の行使価額が下限

行使価額（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とす

る。「下限行使価額」は当初、別記「割当日」欄に定める割当日の取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値。気配表示を含む。）

の10％に相当する金額の1円未満の端数を切捨てた金額とする。下限行使価額は、第11項の

規定を準用して調整される。 

11. 行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付

され、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｡）をもって行使価額を調整する。 
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 (2) 行使価額調整式により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(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新たに交付する場合

（ただし、当社の発行した取得請求権付株式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もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利

の請求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（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 終日とする。以下同じ。）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 株式分割または株式無償割当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、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ときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について

普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）

に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを

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(4)号②に定める時価を下回る価額

をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含

む）または本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって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）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権も

しくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初の行使価額で請求または行

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（新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は

効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当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、請求また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
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株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確

定していない場合、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、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の

確定時点の条件で請求また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、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ないし③の各取引において、その権利の割当ての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は、本号①ないし③の定めにかかわらず、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

行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するもの

とする。 
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  この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。 

   

 (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。ただし、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、1円未満の端数を四捨五入する。 

 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

④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の平均値（当日付けで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、小数第2位を四捨五入する。 

 ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、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の場合には、行使価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。 

 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。 

 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する

日がいずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わな

いものとする。ただし、この場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整
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を行うものとする｡ 

 (7) 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、調整後の行使価額およ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。ただし、本項第(2)号②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。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、

かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する｡ 

12. 本新株予約権の行使請求期間 

 平成20年8月4日から平成22年8月3日までとする。但し、第14項に従って当社が本新株予約権

の全部または一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得のための

通知または公告がなされた日までとする。 

13. その他の本新株予約権の行使の条件 

  本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

また、各本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 新株予約権の取得事由 

  当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取

得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、

取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもっ

て、本新株予約権1個当たり2,700円の価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部ま

たは一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他

の合理的な方法により行うものとする。 

15. 新株予約権の取得請求 

 本新株予約権者は、平成20年8月4日以降、その選択により、当社に対して当該新株予約権の

取得希望日から5営業日前までに事前通知を行い、かつ当社の定める請求書に取得を請求し

ようとする新株予約権を表示したうえ、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印し、第23

項記載の行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」という。）に提出することにより、

いつでも、その保有する本新株予約権の全部または一部を、本新株予約権1個あたり2,700円

で取得することを当社に対して請求する権利を有する。 

16. 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。 

17. 新株予約権証券の発行 

 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

18. 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当社普通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。 

19.  本新株予約権の行使後第1回目の配当 

 本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式の配当金または会社法第454条第5

項 に定められた金銭の分配（中間配当金）については、行使請求が10月1日から3月31日ま

での間になされたときは10月1日に、4月1日から9月30日までの間になされたときは4月1日に

それぞれ当社普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払う。 

20. 新株予約権の行使制限 

(1) 当社は本新株予約権者に対し、書面で通知することにより、本新株予約権を行使することが

できない期間（以下「行使禁止期間」という。）を指定することができる。但し、行使禁止
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期間として指定可能な期間は平成22年7月3日までとし、一回の通知により指定可能な行使禁

止期間は4営業日以内とする。 

(2) 前号にかかわらず、当社が第14項に基づく取得条項を行使する旨の通知を行った場合、当該

通知が発せられた日以降、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全部を自己の自由な裁

量により行使することができる。 

21. 新株予約権の行使請求の方法  

 (1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要

事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第12項に定める行使請求期間中に第23項記載の

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請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書を第23項記載の

行使請求受付場所に提出し、かつ、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

全額を現金にて第24項に定める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、行使請求に要する書類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の目的とされる金銭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 

 当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 

但し、単元未満株式については株券を発行しない。 
23. 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 

24. 払込取扱場所 

 株式会社りそな銀行 上野支店 

25.   新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

 本新株予約権および買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカ

ルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を2,800円と

した。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は第9項記載のとおりとする。

26. その他 

 (1) 会社法その他の法律の改正等、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。 

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

 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

 

以 上 
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1. 第８回新株予約権募集の目的 

当社は、昭和40年会社設立以来、ダイヤモンドを主力商品とした数々の宝飾品を販売する卸事業を営ん

でまいりましたが、その販売チャネルを卸事業から小売事業へシフトして、昨年度より事業基盤の変革を

行ってまいりました。 

今回の資金調達は、新たに立案いたしました新事業計画の遂行に向けて、必要な資金の手当てを行うも

のであります。以下に詳細を述べますが、具体的には今後の成長が期待されるブライダルジュエリー事業

でのさらなる新規出店、e‐ショップ事業（インターネット販売）のビジネスモデル構築、宝飾事業におけ

る全国のデパート・商業施設への出店を通じたブランドイメージ確立、安定的な供給を支えるためのダイ

ヤモンド研磨事業の拡充、新規に行うサハ共和国における資源開発事業、台湾・中国での事業提携を軸に

したアジアでの事業展開の６つを事業計画の柱と致します。同時に過去に発生した損失の繰越をできるだ

け回避することも、将来の復配に向け重要な事項と考えております。 

 

（計画の内容）  

小売業の基礎をお客様と感動を共有することと位置づけ、企業イメージを一新いたします。当社の稀有

な事業である、ダイヤモンド原石からお客様へ販売するまでの一貫体制をブライダルリング市場で差別化

された商品「バージンダイヤモンド」として打ち出してまいります。 

① ブライダルリング市場は宝飾業界において、現在一番注目されている市場であります。当社のブライダ

ルリング店舗は、東京都中央区銀座の「バージンダイヤモンド銀座本店」を皮切りに、東京都中央区八重

洲に２号店を出店し、大阪府中央区心斎橋筋、仙台市青葉区中央、広島市中区本通にすでに５店舗を出店

しており、８月に６店舗目を名古屋市中区栄に出店します。平成20年度はさらに10月から翌年３月にか

けて、全国主要都市、札幌、新潟、東京圏、横浜、神戸、福岡のいずれかに４店の新規出店を行い、合計

10店舗を計画しております。 

② e -ショップ事業（インターネット販売事業）は、 

「サハダイヤモンドhttp://www.sakhadiamond.jp/」 

「プリンセスガールズhttp://www.prig.jp/」 

「サハダイヤモンド楽天市場店http://www.rakuten.ne.jp/gold/sakhadia/」 

を運営しております。 

平成20年度は売上を伸ばすために、PPC広告（クリック課金型広告）、雑誌連動広告を中心に会員数、

売上の拡大を図ります。既にこの方法で上記「プリンセスガールズ」は６月に売上高１千万円を達成して

おり、今後は他ショッピングサイトでもこの方法で売上を伸ばします。インターネット販売は将来ますま

す有望な市場であり、この事業の成功が当社の他部門に大きく貢献することになります。イメージ広告に

頼らないジュエリー販売という新しいビジネスモデル構築をします。 

③ 宝飾事業はダイヤモンド・ジュエリーの専門店である当社の小売業イメージを担っております。 

首都圏の有名デパートのジュエリー・アクセサリー売場及び全国の商業施設に出店します。売場ごとにお

客様に喜ばれる商品を厳選して投入するとともに現有在庫を積極的に販売します。 

④ ダイヤモンド事業はロシア連邦サハ(ヤクーチア)共和国のダイヤモンド研磨工場のダイヤモンド生産

コントロールと消費者向けダイヤモンドの選定を行います。具体的には、ダイヤモンドルースの小売販売

及び海外市場での販売及び消費者向けダイヤモンドを選定すると共にバージンダイヤモンドの原石獲得、

ポリッシュダイヤのカッティングの均一化と技術の向上です。 

⑤ 資源開発事業は、当社の強みであります、サハ共和国との繋がりを大切にし、地下資源の開発にも携り

ます。当社は同共和国にある唯一の日本企業として、現地に確固たる基盤を築いております。同共和国は

有数の資源大国であり、ダイヤモンドの他に石炭、天然ガス、ウラニュウム、金、銀、レアメタルなどが

採掘されます。石炭やタングステンなどの開発は当社一社で開発できるものではなく、日本有数の企業と

提携、誘致することになると考えております。今後、この関係を生かし、新たに資源開発事業を開始して

まいります。この資源開発のうち、ダイヤモンド鉱山以外の資源は、当社小売事業と直接の関係はござい

ませんが、サハ共和国の経済基盤・人材の開発をサポートし、同共和国とよりよい関係を築くことは当社
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小売事業の安定性・継続性にとってプラスであると考えております。 

⑥ 海外事業は台湾・中国の現地小売業との事業提携を軸にしてアジア地域に事業展開を行います。まずは

台湾の現地小売業者との事業提携を施行し、台湾全土へブライダルリングの小売り展開を行います。具体

的には2012年までに台湾全土で30店舗の展開を計画しています。また日本でのビジネスモデルが確立次

第、同じプラットフォームを用いて台湾においてもe – ショップ事業を展開します。台湾の次のステップ

として、台湾現地提携事業者と協同での中国への事業展開も積極的に検討していきます。 

 

（新株予約権による資金調達を行う理由） 

当社は、５期連続の連結当期純損失を計上するなど業績の低迷が続いており、継続企業の前提にも疑義

が生じている状況であります｡これを早期に解消し、既存株主の持分価値を支えるためにも、上記の出店計

画等の事業計画を推進し、営業利益の向上を図ることが急務であります｡ 

当社は、平成19年２月14日の臨時株主総会による決議に基づき、同年３月31日の効力発生により、株

式併合及び単元株式数の変更を施行いたしました。これにより、当時発行済みであった当社株式総数

1,067,657,884株が10,676,578株となり、当社の1単元の株主の数は1,000株より100株に変更され、将

来の増資時に際し、授権枠の拡大なくして新株予約権の発行が可能となりました。併合により上記状況の

解消も実現できましたが資金調達につきましては、平成19年４月以降、第４回新株予約権を初めとして、

既往の新株予約権により資金調達を実施する予定でありました。しかし、これら資金調達は、ファイナン

ス計画に基づき都度実施する事業とそれに必要な資金規模・時期に関する投資家との緊密なコミュニケー

ションを欠いたこと及び卸売業から小売業からへの業態転換の過渡期であったため当社の業績が当初予定

より向上せず多額の損失を計上した結果、当社株価が行使価格を下回る事態が続いたため、投資家が予約

権を行使しづらい状況を作り出してしまった結果、下記３.（５）「 近３年間のエクイティ・ファイナン

スの状況」③第４回新株予約権 ～ ⑥第７回新株予約権のとおり、行使価格が固定であったためもあり株

価下落時において新株予約権行使は進んでおりません。このような状況の中、財務基盤の強化を図るとと

もに将来的な収益確保のための投資が不可欠であり、必要な資金を柔軟かつ機動的に調達することのでき

る道筋を確保しておくことが必要であると判断し、上記（計画の内容）①②③④⑤⑥の事業計画資金を調

達するために、下記の資金調達方法を選択し、決定しました。本新株予約権は、行使価額修正条項が付い

ており株価が下落する局面においても予約権の行使が進みやすい状況となっております。 

但し、平成20年３月に発行した第７回新株予約権が今後行使される分だけ発行済株式数が増え、授権枠

を拡大しない限り今回の資金調達金額は減少します。本新株予約権の行使状況に応じ、授権枠拡大につい

ての定款変更の議案提出を検討しております。当社と致しましては、既存株主様に対しまして、株式数増

加による希薄化による影響を上回る、企業価値向上による収益を計上できますよう、収益構造の改善・見

直しを徹底して行っていく所存でございます。 

 

エクイティ・コミットメント・ライン（第８回新株予約権） 

エクイティ・コミットメント・ラインは、行使可能期間が2年間の行使価額修正条項付き新株予約権を 

Zeus Advisors (Cayman)に割当てるものです。当社は、今後の資金ニーズについて、当該時点での株価を

考慮しながら、その時点における他の資金調達方法及びその資金調達コストと、第８回新株予約権の行使

による当社株式の希薄化とのバランスを保ちつつ、一度期に10％以上の新株予約権の行使を行なうべきで

ないという見解の運用を図ってまいります。 

エクイティ・コミットメント・ラインという資金調達手法は、あらかじめ一定数の新株予約権を割当先

に付与した上で、当社が資金需要が発生した際に割当先は本新株予約権を行使していきます。当社は、こ

の仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができ、本新株予約権の

行使の量及び時期を相当程度コントロールできる点が 大の特徴であります。株価動向等を勘案して当社

が本新株予約権の行使を希望しない場合には、当社の指定する期間、本新株予約権の行使を禁止（注1）

することができるため、資金需要に応じて柔軟な資金調達が可能になるとともに、株価に対する一時的な

影響度が少ないものと考えられます。 
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（注１） 当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を

指定（以下「停止指定」といいます。）することができます。１回の通知により指定可能な行使

禁止期間は４営業日です。また、当社は一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。

但し、約2年間の行使請求期間のうち 後の１ヶ月間については、停止指定を行うことはできま

せん。 

（エクイティ・コミットメント・ラインの特徴） 

本新株予約権は以下の特徴を有し、既存株式価値の希薄化懸念による株価に対するインパクトに配慮し

た仕組みとなっており、本新株予約権の発行は、資金調達方法として現時点では 良の選択であると考え

ます。 

①本新株予約権には、希薄化の進行に一定の歯止めをかける目的で、行使価額の修正に関して下限値を設

定しております。株価下落時におきましても行使価額は下限値を下回ることはありません。これにより、

希薄化の進展度合いに一定の歯止めをかけることが可能です。 

② 現存する資金需要と今後発生する事業機会投資への両方の資金調達を実現しつつ、タイミングを捉えた

自己資本の増強を図ることが期待できます。 

③ 本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当で発行されるものであり、かつ譲渡制限が付されてお

り、当社の承諾がない限り、割当予定先から第三者へは本新株予約権のままでは譲渡されません。 

 

２．調達する資金の額及び使途 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

18,678,000,000円               

（手数料内訳：予約権行使手数料（信託銀行証券代行部）40,000,000円、 

アドバイザリー費用1,200,000,000円、登録免許税70,000,000円、 

株券印刷費用30,000,000円、印紙代10,000,000円） 

（注）アドバイザリー費用に関しては今後のさらなる飛躍に向けての2つの新事業を含む6つの事業を柱

とした本格的な新中長期事業計画の立案を経営陣とともに何度も話し合いながら立案していった経

緯があり、株式会社船井ビジョンクリエイツに対して支払う予定でございます。金額内容の詳細に

ついての資料はいただいておりません。 

上記差引手取概算額は、新株予約権の払込金額の総額及び新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額の合計額を合算した金額から、新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額で

す。なお、新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少し、新

株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、

上記金額は減少します。また、授権枠の関係により第７回新株予約権が今後行使される分だけ減少

します。 

（２）調達する資金の具体的な使途 

1．各支出予定項目の詳細 

今回の新株予約権発行に係る手取概算額18,678百万円の使途につきましては、 

①ブライダル事業の全国展開として1,440百万円 

② e-shop事業の強化・規模拡大として3,248百万円 

③宝飾事業の展開として3,100百万円 

④ダイヤモンド事業の量・質の増強として890百万円 

⑤新たな資源開発事業の開始として5,000百万円 

⑥海外事業展開として5,000百万円 

を予定しております。 

但し、第８回新株予約権については、行使が新株予約権者の判断によるため、第８回新株予約権の行使

による財産の出資及びその時期を資金計画に織り込むことは困難です。従って、具体的な金額及び使途に

ついては、行使による財産の出資がなされた時点の状況に応じて決定いたします。また、使途の詳細につ
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きましては、より効果的な充当を行うべく検討を重ねてまいります。 

なお、以下に記載した調達した資金の具体的な使途については、株主・投資者の皆様に評価・判断いた

だくに充分な開示を行なうことができたとは考えておりません。従いまして調達する資金の詳細かつ具体

的な使途および充当状況におきましては、今後合理的に算出・立案された事業計画等にもとづき適時開示

して参ります。 

 

① ブライダル事業の全国展開              1,440百万円 

・ バージンダイヤモンド直営小売店舗開設資金        1,050百万円 

・ 既開設店舗運転資金                        390百万円 

  現在日本のジュエリー産業の中で一番注目されているブライダルリング市場の規模は2,640億円と推定

されています。当社ではこのブライダルリング市場の中で差別化を徹底して打ち出し、ダイヤモンド原石

からお客様のお手元にリングを届けるまでの一貫した体制をとり、「バージンダイヤモンド」という商品、

店舗、接客サービス全てを高いレベルで統一したコンセプトでブランド展開をしてことで、市場シェア

10％を目指し、全国に直営小売店を出店してまいります。 

今回の調達資金のうち1,050万円を新規店舗の開設費用として用います。当社のブライダルリング店舗

「バージンダイヤモンド」は、平成20年度中に10店舗を人口100万人以上の大都市に限定して展開する

ことを計画しています。既に5店舗を出店し、6店舗目も8月中に開店いたします。今回の調達資金によ

り、さらに全国主要都市である札幌、新潟、東京圏、横浜、神戸、福岡のいずれかの都市に４店の新規出

店を行う予定にしております。内訳としては、店舗開設時に必要な保証金・内装費・在庫・スタッフ募集

教育費・システム開発・販売促進費・運営費となっております。 

これに加え、既に開設した6店舗の運転資金として390百万円を広告費・人件費に使用する計画であり

ます。 

② e-shop事業の強化・規模拡大               3,248百万円 

・ e-shop事業資金                       420百万円 

・ Web提携会社（モンデラジャパン株式会社）への資金投資    150百万円 

・ インターネット直販業のＭ＆Ａ              2,678百万円 

 現在2チャネル3サイトを運営しておりますe -ショップ事業（インターネット販売事業）は市場とし

ての規模はまだ小さいですが、ここ数年急速に成長を遂げているだけでなく、旧来の店舗型に加え資本効

率が高いというその事業自体も非常に魅力のある領域です。今後の当社のさらなる飛躍のためにこの事業

の強化・規模拡大は欠かせないと考えます。当社のインターネット販売専用のブランド「プリンセスガー

ルズ」サイトでは、PPC広告（クリック課金型広告）、雑誌を軸にしたイメージ広告に頼らない新しいマー

ケティングで、既に急激に会員数・売上を伸ばしつつあります。 

今後はこのモデルを強化していくだけでなく、他の2つのショッピングサイトでもこの手法で事業展開

することで、さらに売上を伸ばしていくことを計画しております。この事業展開の実現のため、今回の調

達資金のうち、e-ショップ事業資金（新商品開発・システム運用外注費・広告宣伝費）として420百万円

を、Web提携会社であるモンデラジャパン株式会社の事業拡大への資金投資として150百万円を必要とい

たします。 

さらに、インターネット直販事業としての規模拡大、事業効率の追求のため、インターネット直販業の

Ｍ＆Ａを通じた様々な事業提携の可能性を現在探っており、その資金として2,678百万円を予定しており

ます。なお、現在のところインターネット業者のM&A対象会社はありませんので、決定次第適時開示いた

します。 

③ 宝飾事業の展開                         3,100百万円 

・ 事業展開費、運転資金                      100百万円 

・ 国内外ジュエリー小売業のＭ＆Ａ             3,000百万円 

 当社のダイヤモンドを原石から扱っているダイヤモンドジュエリーとしてのブランドイメージの確立と

いう大切な役割を担う宝飾事業では、デパート催事の全国展開と本社での催事販売の2つのチャネルを通



して、広くサハダイヤモンドの名を市場に認知してもらうためのプロモーションを行ってまいります。 

この宝飾事業は、ただ商品を販売するだけでなく、サハダイヤモンドのファンを増やしていくことと当

社の人材育成を事業の大きな目標としております。この事業展開のために、今回の調達資金より100百万

円を販売促進費、募集教育費、運転資金として見込んでおり、事業全体としては平成22年度に260百万円

の売上達成を目指します。 

国内外のジュエリー小売業のＭ＆Ａを通じて、現在の当社宝飾事業を拡大、効率化するために不可欠だ

と考えております。このようなＭ＆Ａのための資金の総額として3,000百万円を想定しております。この

Ｍ＆Ａ戦略の一環として、本年6月24日に発表いたしましたヤマノジュエリーシステムズの株式取得があ

り、現在先方と基本合意を締結し、協議を推し進めているところでございます。なお、現在のところ他の

宝飾業者のM&A対象会社はありませんので、決定次第適時開示いたします。 

④ ダイヤモンド事業の量・質の増強               890百万円 

・サハ共和国新研磨工場建設資金                840百万円 

・ダイヤモンド事業運転資金                    50百万円 

 小売業の充実によるダイヤモンド必要供給量の増大に伴い、良質なダイヤをより多く確保するためのダ

イヤモンド選定能力の向上、本年10月竣工予定のロシア連邦サハ共和国の新研磨工場の建設により、処理

容量の増強、ポリッシュダイヤのカッティングの均一化と技術の向上を実現します。 

今回の調達資金のうち、840百万円を新研磨工場建設資金に、50百万円を現在の工場の運転資金として

予定しております。 

なお、当社は既にサハ共和国新研磨工場建設資金として1,319百万円支出しており今回調達する840百

万円の支払で支払が終了いたします。 

⑤ 資源開発事業の開始                  5,000百万円 

・ サハ共和国タングステン開発事業            2,000百万円 

・ サハ共和国鉱山拡大投資                        3,000百万円 

当社との強いつながりを持つサハ共和国に埋蔵されている豊富な地下資源を、現地経済の活性化、現地

人材の開発のために、新たな天然資源開発事業をサハ共和国と共同で行います。具体的には、レアメタル

のあるタングステン鉱山の開発に対する入札を計画しており、落札後は他日本企業との事業提携をベース

に開発を進めていく計画であります。また今後は、鉱山の掘削権の取得を計画しております。 

今回の調達資金のうち、タングステン資源事業の入札・開発・事業提携に必要な費用として2,000百万

円、鉱山の掘削権の取得必要資金として3,000百万円を見込んでおります。 

なお、なお、当社は子会社が新たな事業を開始するにあたって株主・投資者の皆様に評価いただくため

の合理的に算出・立案された事業計画はございません。 

⑥ 海外事業展開                           5,000百万円 

・ 台湾小売業者とのバージンダイヤモンド共同事業資金    3,500百万円 

・ 台湾e-shop拡大資金                      1,000百万円 

・ 中国本土事業進出調査費用                   500百万円 

台湾・中国の現地小売業との事業提携を軸にしてアジア地域にて、「バージンダイヤモンド」ブランドで

のブライダル事業の海外事業展開を行います。海外進出の 初のステップとして、台湾の現地小売業者と

の事業提携の締結し、共同での台湾全土へブライダルリングの小売展開を行うための必要資金として今回

の調達資金より3,500百万円を見込んでおります。当社は台湾中国の現地小売業との事業提携が決定して

いないため株主・投資者の皆様に評価いただくための合理的に算出・立案された事業計画を開示すること

はできません。当社の目論見としては平成21年3月期より事業開始、平成24年に30店舗、売上10,000

百万円の達成を計画しています。現在、この事業計画の具現化に向け、台湾の小売業者との事業提携の協

議を進めており、提携先・事業計画の詳細が決定次第、逐次開示してまいります。 

また日本と同じプラットフォームを用いて台湾においてe-ショップ事業を展開することも計画してお

ります。当社が既に備えているインフラ・ノウハウの活用が効く部分が非常に大きいため、1,000百万円

とかなり少ない資金での事業展開が可能であると考えています。 
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台湾における次のアジア展開のステップとして、中国への「バージンダイヤモンド」の進出も積極的に

検討していきます。この事前調査・現地業者との提携の費用として500百万円を見込んでおります。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 

①ブライダル事業の全国展開 

・ バージンダイヤモンド直営小売店舗開設資金として平成20年８月から平成21年８月まで1,050百万円

の支出を予定しております。 

・ 既開設店舗運転資金として平成20年８月から平成20年12月まで390百万円の支出を予定しておりま

す。 

② e-shop事業の強化・規模拡大 

・ e-shop事業資金として平成20年８月から平成20年12月まで420百万円の支出を予定しております。 

・ Web提携会社への資金投資として平成20年８月から平成20年12月まで150百万円の支出を予定して

おります。 

・ インターネット直販業のＭ＆Ａの資金として平成20年８月から平成21年８月まで2,678百万円の支出

を予定しております。 

③ 宝飾事業の展開 

・ 事業展開費、運転資金として平成20年８月から平成20年12月まで100百万円の支出を予定しており

ます。 

・ 国内外ジュエリー小売業のＭ＆Ａ資金として平成20年８月から平成22年8月まで3,000百万円の支

出を予定しております。 

④ ダイヤモンド事業の量・質の増強 

・ サハ共和新研磨工場建設資金として平成20年８月から平成21年３月まで840百万円の支出を予定して

おります。 

・ ダイヤモンド事業運転資金として平成20年８月から平成21年３月まで50百万円の支出を予定してお

ります。 

⑤資源開発事業の開始 

・ サハ共和国タングステン開発事業資金として平成20年10月から平成21年３月まで2,000百万円の支

出を予定しております。 

・ サハ共和国鉱山拡大投資として平成20年８月から平成21年12月まで3,000百万円の支出を予定して

おります。 

⑥ 海外事業展開 

・ 台湾小売業者とのバージンダイヤモンド共同事業資金として平成 20 年８月から平成 21 年 12 月まで

3,500百万円の支出を予定しております。 

・ 台湾e-shop拡大資金として平成20年８月から平成21年６月まで1,000百万円の支出を予定しており

ます。 

・ 中国本土事業進出調査費用資金として平成20年８月から平成21年６月まで500百万円の支出を予定し

ております。 

 

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方  

当社は、かねてより創業以来行ってまいりました宝飾品の卸販売事業から脱却し、相対的に利益率の高

いジュエリー小売事業へ転換を進めておりました。今年度は小売元年と位置づけ、積極的な業務転換・小

売業運営を進めてまいりました。そのため、本年8月には、当社の基幹事業となるべくブライダル事業の 

新規6店舗の出店、インターネット販売サイトの充実化が完了し、ジュエリー小売業としての事業の基

盤の整備という 初の段階が無事達成でき、ジュエラーとして上流であるダイヤモンドの原石（ラフ）の

専属購買権から、下流であるお客様に夢を販売するジュエリー小売店舗までと、世界にまれに見る一貫し

たパイプラインを獲得することができました。 
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この小売業の基盤整備完了を受け、今後は売上の飛躍的増強と事業全体の黒字転換を達成すべく、さら

なる小売事業の拡大とその小売事業へ商品を安定して供給するパイプラインの増強に努めてまいります。

具体的には、当社小売事業の基幹と位置づけておりますブライダルジュエリー事業、現在ではまだ小売市

場としては大きくないものの急速な成長が望める e -ショップ事業（インターネット販売）を中心に、当

社のジュエラーとしてのブランドイメージの確立、知名度の向上を目指して催事・デパート販売等の宝飾

事業を引き続き展開してまいります。そしてこういった小売事業の拡大を支え、安定したダイヤモンドの

供給が提供できるようダイヤモンド事業において、サハ共和国にて建設中の新研磨工場の早期完成・早期

運転をめざします。また当社の事業を単一な市場への依存から脱却させ、景気の変動などに対する抵抗性

を獲得するために、当社のサハ共和国との太い絆を活用したサハ共和国内でのダイヤモンドやレアメタル

といった資源開発事業、これから急速に伸びるアジア市場を見据えた海外事業展開により、多様かつ弾力

のある収益基盤の確保を図る計画であります。今後、当社が業績の回復を果たし、株主の皆様への配当の

早期再開を行うためには、上記に上げましたようなこれら６つの事業を柱とした中長期的な視野を持った

事業展開が必要不可欠のものと考えております。 

今回の第三者割当による第８回新株予約権の発行により、当社の財務体質が強化され、中長期新３ヶ年

計画に基づいた上記６つの主力事業の発展的な展開が可能となり、その結果として売上の増大だけでなく

利益率の向上が見込め、当社の企業価値の向上につながると判断しております。このエクイティ・ファイ

ナンスによる新事業計画の遂行によって、今後当社は健全な経営循環に移行し、自らの事業で計上したキ

ャッシュフローによりさらなる事業拡大資金の充当が達成できる強固な財務体質を獲得するという観点か

ら、今回のファイナンスは経営的に見て合理性があると考えております。何卒ご理解・ご協力いただける

ようお願い申し上げます。 

 

３． 近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 近3年間の業績（連結）                        （単位：百万円） 

事業年度の末日 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 

売上高 4,234  3,486  3,372 

営業利益 △373  △965  △1,389 

経常利益 △251  △959  △1,553 

当期純利益 △621  △1,659  △4,975 

１株当たり当期純利益(円) △0.70  △164.65  △256.23 

１株当たり配当金(円) ― ― ― 

１株当たり純資産(円) 8.17  748.36  224.43 

（注） 平成19年3月31日に普通株式100株を１株に併合しており、平成18年3月期の「１株当たり当 

   期純利益」及び「１株あたり純資産」の数値は、当該株式併合を行う前の株式数により算出した数

値を記載しております。 
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（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成20年7月17日現在） 

種        類    株   式   数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数     21,446,986株         100％ 

現時点の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 

   45,459,000株              211.95％ 

下限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 

     ―               ― 

上限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 

     ― ― 

（注）1.現時点の行使価額における潜在株式の総数には、下記の新株予約権の潜在株式数は含まれており 

ます。 

2.第４回新株予約権の未行使株式数は、12,339,000株 (行使価額 437 円)であります。 

3.第５回新株予約権の未行使株式数は、24,120,000株 (行使価額 170 円)であります。 

4.第７回新株予約権の未行使株式数は、 9,000,000株 (行使価額 123 円)であります。 

（３）今回のエクイティ・ファイナンス後における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率

発 行 済 株 式 総 数 21,446,986株    100％ 

当初の転換価額における潜在株式数

の総数 
  172,413,793株    100％ 

下限値の転換価額（行使価額）におけ

る 潜 在 株 式 数 の 総 数 
    ―     ― 

上限値の転換価額（行使価額）におけ

る 潜 在 株 式 数 の 総 数 

行使価額の上限値は定められて

おりません。 
    ― 

 

（４） 近の株価の状況 

① 近3年間の平均 

平成18年3月期末 

（平成18年3月31日終値） 
25円 

平成19年3月期末 

（平成19年3月26日終値） 
           9円(注) 

平成20年3月期末 

（平成20年3月26日終値） 
          118円 

直近3か月の終値平均 

（平成20年4月16日～平成20年7月16日） 
113円 

(注)  平成19年3月31日付で100株を１株とする株式併合を行ったことに伴い、平成17年3月期末 

から平成19年3月期末までの終値は、株式併合前の株価で記載し、平成19年3月期の終値の株価 

は、 終取引日である平成19年3月26日の株価で記載しております。 

 

② 近６ヶ月間の状況 

 20年１月 20年２月 20年３月 20年４月 20年５月 20年６月 

始 値 127円 123円 134円 114円 114円 119円 

高 値 133円 204円 142円 117円 154円 122円 

安 値 102円 111円 118円 111円 112円 98円 

終 値 120円 138円 118円 112円 122円 105円 
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③ 発行決議日における株価 

 平成20年7月17日現在 

始  値 102円

高  値 102円

安  値 100円

終  値 100円

 

（５）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

第８回新株予約権 

発行日 平成20年８月４日 

調達資金の額 18,678,000,000円(差引き手取り概算額) 
募集時における 

発行済株式数 

21,446,986株 

募集時における 

潜在株式数 

当初の行使価額（116円）における潜在株式数：172,413,000株 

行使価額上限値はありません。行使価額下限値は現時点で未定です。 

行使期間 平成20年８月４日～平成22年８月３日 

割  当  先 Zeus Advisors (Cayman)  

（注）1.今回の第三者割当による新株予約権の発行規模は、上記116円の当初行使価額で必要増資額200 億

円を調達する場合約172,413千株の株式発行が必要となりますが、株式は定款で定められた授 

権枠の範囲内において発行致します。また、本新株予約権の行使状況に応じ、授権枠拡大について 

の定款変更の議案提出を検討しております。 

2.調達資金の額は、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整

された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、新株予約権の行使期間内に行使が行

われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 
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（６） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行日 平成18年７月19日 

調達資金の額 1,000百万円 

募集時点における 

発行済株式数 

972,657,884株(注) 

募集時における 

潜在株式数 

90,000,000株(注) 

現時点における 

行使状況 

全額行使されないまま、平成18年10月24日付で繰上により償還されて

おります。 

行使期間 平成18年７月19日～平成21年７月６日 

募集時における割当先 グリーン・キャピタル株式会社 

 

当初の資金使途 

 

①サハ工場への建設資金 200百万円 

②運転資金             795百万円 

③発行諸費用等           5百万円 

支出予定時期 平成18年７月～平成19年３月 

現時点における 

充当状況 

①平成19年3月期において、サハ新研磨工場の初期段階での建設資と 

して、200百万円を充当しております。 

②平成18年7月に小売事業におけるダイヤ原石購入資金として395百万

円、卸売事業におけるダイヤ製品輸入決済資金として、37百万円の他、

色石製品の仕入れ資金263百万円を充当しております。 

③平成19年3月期において、本社債発行に係る支払報酬及び発行諸費用

として、5百万円を充当しております。 

④平成18年10月に本社債繰上返済資金として、100百万円を充当して

おります。 

（注）平成19年３月31日付で100株を1株とする株式併合を行っておりますが、「募集時点における発

行済株式数」等の株式数は、併合前の株式数で記載しております。 
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② 第三者割当による募集株式の発行 

払込期日 平成18年10月24日 

調達資金の額 3,600百万円 

募集時点における 

発行済株式数 

972,657,884株(注) 

当該増資における発行株式数 50,000,000株(注) 

募集後における 

発行済株式数 

1,022,657,884株(注) 

募集時における割当先 株式会社サハ資源開発事業団 

当初の資金使途 ①Ｍ＆Ａ資金（田崎真珠株式会社） 

②社債繰上返済資金 

③運転資金   

④発行諸費用等 

支出予定時期 平成18年10月～平成18年12月 

現時点における 

充当状況 

①平成18年10月から平成18年12月において、Ｍ＆Ａ資金（田崎真珠

株式会社）として、2,300百万円を計画しておりましたが、見送りとなっ

たため、資金充当されませんでした。 

②平成18年10月に第１回無担保転換社債新株予約権社債の全額繰上返

済資金として、900百万円充当しております。 

③平成18年10月から平成18年12月において、運転資金として200百

万円を予定しておりましたが、見送りとなりました。 

（注）平成19年３月31日付で100株を１株とする株式併合を行っておりますが、「募集時点における発 

行済株式数」の株式数は、併合前の株式数で記載しております。 

 

③ 第４回新株予約権 

発行日 平成18年10月24日 

調達資金の額 6,036百万円 

募集時点における 

発行済株式数 

972,657,884株(注) 

募集時における 

潜在株式数 

15,000,000株(注) 

現時点における 

行使状況 

30,000,000株(注) 

600,000,000円 

行使期間 平成18年10月24日～平成21年10月31日 

募集時における割当先 

 

株式会社サハ資源開発事業団 

グリーン・キャピタル株式会社 

 

当初の資金使途 

 

①Ｍ＆Ａ資金        4,100百万円 

②新店舗開設資金           500百万円 

③運転資金               1,236百万円 

④発行諸費用等             200百万円 

支出予定時期 ①平成18年11月～平成21年３ 月 

②平成19年４ 月～平成19年10月 

③平成18年11月～平成21年10月 

④平成18年10月～平成21年10月  

現時点における 

充当状況 

①平成19年3月期において、Ｍ＆Ａ資金に係る株式投資資金(田崎真珠

株式会社)として、平成18年10月から平成18年11月まで953千株を取

得し、532百万円を充当しております。 
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②平成19年3月期において、小売事業への進出に伴う新店舗資金として、

銀座に実験店舗を新設し、保証金15百万円、店舗内装関連費用27百万

円、その他、本社ショールーム宝飾品コーナー増設に伴う店舗費用とし

て、18百万円、合計で60百万円の資金を充当しております。 

③平成19年3月期において、新店舗基盤強化による運転資金として 

8百万円を充当しております。 

（注）平成19年３月31日付で100株を１株とする株式併合を行っておりますが、「募集時点における発

行済株式数」等の株式数は、併合前の株式数で記載しております。 

 

④ 第５回新株予約権 

発行日 平成19年３月30日 

調達資金の額 5,649.6百万円 

募集時点における 

発行済株式数 

10,676,578株(注) 

募集時における 

潜在株式数 

7,290,000株(注) 

現時点における 

行使状況 

8,880,000株（注） 

1,520,256,000円 

募集時における割当先 ブリッツ インベストメント パートナーズ ＬＬＣ 

 

当初の資金使途 

 

①Ｍ＆Ａ資金 (田崎真珠株式会社) 3,700百万円 

②運転資金                1,749.6百万円 

③発行諸費用等                   200百万円 

支出予定時期 平成19年４月～平成21年３月 

現時点における 

充当状況 

①平成20年3月期において、Ｍ＆Ａ資金に係る株式投資資金(田崎真珠

株式会社)として、平成19年4月に1,175千株、672百万円の買付の精

算資金として充当しております。 

②平成20年3月期において、小売事業におけるダイヤ原石購入資金及 

び新店舗、展示会で販売するダイヤ製品の輸入資金として、126 百万円

を充当しております。 

③平成19年3月末に行いました株式併合の実施に伴い、新株式の発行、

証券代行事務関連費用として、92百万円を充当しております。 

（注）平成19年３月31日付で100株を１株とする株式併合を行っておりますが、「募集時点における発

行済株式数」等の株式数は、併合後の株式数で記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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。 

 
－17－ 

 



⑤ 第６回新株予約権 

発行日 平成19年６月25日 

調達資金の額 1,815百万円 

募集時点における 

発行済株式数 

10,676,433株（注） 

募集時における 

潜在株式数 

7,290,000株 

現時点における 

行使状況 

890,408株 

151,369,360円 

行使期間 平成19年6月25日～平成20年2月29日 

募集時における割当先 平成19年３月31日現在の全株主36,654名 

当初の資金使途 ①ダイヤ原石購入資金 

②店舗開設資金 

③発行諸費用等 

支出予定時期 平成19年６月～平成20年２月 

現時点における 

充当状況 

①平成20年3月期において、小売事業におけるダイヤ原石購入資金とし

て、100百万円を充当しております。 

②平成成20年3月期において、平成19年12月に開設いたしましたバー

ジンダイヤモンド銀座本店の新店舗開設に伴う敷金22百万円及び店舗 

新装費用として29百万円を充当しております。 

（注）募集時における発行済株式数には、自己株式134株は含まれておりません。 

 

⑥ 第７回新株予約権 

発行日 平成20年３月26日 

調達資金の額 1,332百万円 

募集時点における 

発行済株式数 

20,446,986株 

募集時における 

潜在株式数 

17,290,000株 

現時点における 

行使状況 

1,000,000株 

132,000,000円 

行使期間 平成20年４月１日～平成22年３月25日 

募集時における割当先 サハ投資事業有限責任組合 

当初の資金使途 ①直営店舗開設資金    750百万円 

②e -ショップ事業資金   300百万円 

③運転資金        252百万円 

④発行諸費用等      30 百万円 

支出予定時期 平成20年４月～平成22年３月 

現時点における 

充当状況 

①平成20年6月にバージンダイヤモンド東京駅前店及び心斎橋店の新店

舗開設資金の費用として、116百万円を充当しております。 

②平成20年6月にプリンセスガールズのインターネットシステム運用外

注費に16百万円を充当しております。 
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４．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成20年６月30日現在） 

株式会社サハ資源開発事業団 4.74% 

サハ資投事業有限責任組合 4.66% 

宗教法人各宗連合仏教会円満院 4.65% 

小山田 荘権 2.74% 

 シー・エフ・アイ株式会社 1.59% 

大阪証券金融株式会社 1.45% 

中嶋 和信 1.43% 

深江 今朝夫 0.69% 

ステ－ト ストリート バンク  アンド  

トラスト カンパニー 

0.69% 

新関 吉広 0.66% 

（注）今回の第８回新株予約権の募集分については長期保有を約していないため、今回の募集に係る潜在 

株式数を反映した「募集後の大株主数及び持株比率」を表示していません。 
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５．業績への影響の見通し  

本件第三者割当による第８回新株予約権の発行による平成21年３月期以降の業績への影響につきまし

ては、財務面での安定化により、既存小売事業の発展を促す効果的な資金投入、より高い収益を生む新規

事業への積極投資が可能となり、中期的に本社の中心事業であります小売事業（海外展開も含む）の拡大、

新規に行う資源開発事業の推進に寄与するものと判断しております。また、特に小売事業は、ブライダル

ジュエリー事業とe -ショップ事業（インターネット販売）を中心に早期の業容拡大が可能となり、売上

高の回復と黒字転換という目標も早期に達成が可能となるものと計画しております。 

具体的な数値目標として、今期は2,500百万円、平成22年3月期は3,872百万円、平成23年3月期に

は6,900百万円の売上達成を掲げており、営業利益の目標としては、今期は△980百万円、来期は△631

百万円と現状から徐々に回復し、平成23年度3月期に101百万円と黒字転換をすることを計画しておりま

す。 

上記の内訳のうち基幹事業に関わるものと致しまして、ブライダルジュエリー事業では、今期736百万

円、平成22年3月期2,233百万円、平成23年3月期5,381百万円の売上、今期△229百万円、平成22年

3月期△46百万円、平成23年3月期329百万円（黒字転換）の営業利益を見込んでいます。e-ショップ事

業では、今期226百万円、平成22年3月期694百万円、平成23年3月期1,246百万円の売上、今期△237

百万円、平成22年3月期7百万円（黒字転換）、平成23年3月期306百万円の営業利益を見込んでいます。 

上記計画には、今後予定しております関連企業のＭ＆Ａ、サハ共和国・関連国内企業との共同事業によ

る施行を予定しておりますサハ地下資源開発事業、さらには現在アジアの小売業者と提携交渉をすすめて

おります海外事業展開によって臨むことのできる売上は計上しておりませんので、これらの事業の進展に

伴い、さらに上記計画を上回る売上を達成することができます。 

以上のような点を鑑みて、今回のエクイティ・ファイナンスによる資金調達及び今後の予定される資金

用途への備えは、当社の業績の改善をもたらすような強固な財務基盤に基づいたお客様に夢を販売するジ

ュエリー小売業としての積極的経営への転換を可能とするものであります。売上の大幅な躍進、3 年以内

での黒字転換をもたらすことで、企業価値を向上させ、株主の皆様へ早期に配当再開するために、上記中

長期新3ヶ年事業計画に基づいた本件ファイナンスをさらに実りの多いものとするべく、役職員一同、全

力で努力してまいります。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）第８回新株予約権について 

第８回新株予約権の発行要項及び割当先である Zeus Advisors (Cayman) との間で締結する予定の第三

者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーシ

ョンを基礎として算定した結果に、当社普通株式の市場売買高、当社のクレジット・スプレッド等を加味

して、第８回新株予約権１個の払込金額を金2,800 円としました。 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

当社は、平成19年２月14日の臨時株主総会による決議に基づき、同年３月31日の効力発生により、株式

併合及び単元株式数の変更を施行いたしました。これにより、当時発行済みであった当社株式総数

1,067,657,884株が10,676,578株となり、当社の1単元の株主の数は1,000株より100株に変更され、将

来の増資時に際し、授権枠の拡大なくして新株予約権の発行が可能となりました。併合により上記状況の

解消も実現できましたが資金調達につきましては、平成19年４月以降、第４回新株予約権を初めとして、

既往の新株予約権により資金調達を実施する予定でありました。しかし、これら資金調達は、ファイナン

ス計画に基づき都度実施する事業とそれに必要な資金規模・時期に関する投資家との緊密なコミュニケー

ションを欠いたこと及び卸売業から小売業からへの業態転換の過渡期であったため当社の業績が当初予定

より向上せず多額の損失を計上した結果、当社株価が行使価格を下回る事態が続いたため、投資家が予約

権を行使しづらい状況を作り出してしまった結果、行使が進んでおりません。 

今回の第８回新株予約権が行使された直後にすべて行使されると仮定すると 803.9％の希薄化が生じま

すが、今回の資金調達により、当社の重要課題である財務基盤の強化を図ることができ、金融機関に対す
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る信頼が維持されるものと認識しております。今回のファイナンスによる希薄化効果は決して低いとは言

えません。しかし、当社と致しましては、今後の事業展開に必要な資金を得ることにより、将来的に当社

の企業価値が高まり収益が向上できるものと判断しておりますので、今回の資金調達においては、過大な

ものではなく合理性があるものと考えております。早期の業績回復を達成することが、株主様及び投資家

の皆様に報いる唯一の手段であると考えております。  

 株主様及び投資家の皆様方におかれましては、何卒ご理解・ご支援賜りますよう、お願い申し上げます。 
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７．割当先の選定理由 

（１）割当先の概要 

① 名 称 Zeus Advisors (Cayman) 

② 割当新株予約権数 10,000個 

③ 払 込 金 額 28,000,000円 

住 所

c/o Maples Corporate Services Limited 

PO Box 309, Ugland House 

Grand Cayman,  

KY1-1104, Cayman Islands 

代 表 者 の 氏 名 Shavourne Rolle 

資 本 の 額 US$ 50,000 

事 業 の 内 容 投資業 

④ 割当予定先の内容 

大 株 主 Cronos Advisors (Cayman) 

当社と割当先の間

の 出 資 の 状 況
― 

⑤ 当 社 と の 関 係 等 

取引関係、人的関

係等 
該当事項はありません。 
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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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（２）割当先を選定した理由  

複数の投資家の中から当社の事業方針および今後の展開いついて賛同いただける先を模索してまいりま

した。今回の割当先であるZeus Advisors (Cayman) は、当社の経営陣（代表取締役）が従来から経営の

アドバイスという形を通じて当社の再建に支援を頂いている経営コンサルタント（株式会社船井ビジョン

クリエイツ）の紹介である点、当社の状況や資金調達目的・事業方針に理解を示していただける引受先で

あること、海外ファンドであるため保有目的が純投資であり、当社の経営に介入する意思がないことを本

案件における当社の顧問弁護士に確認した上で、決定に至りました。新株予約権の発行方法につきまして

は、柔軟かつ機動的な資本強化を行いたいという当社の考えにご理解を頂いた上で決定しております。 

また、当社はこの割当先のおよび関係者が、反社会的勢力でないことを本案件における顧問弁護士によ

り確認しております。 

注：本割当は、日本証券業協会の会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。 

 

（３）割当先の保有方針 

割当予定先である Zeus Advisors (Cayman) は、当社の取締役会決議による当社の承認を得ることなく

第８回新株予約権は譲渡せず、本新株予約権の行使の結果交付を受けることとなる当社株式は適時適切に

売却する方針です。 

 

（４）株券貸借に関する契約 

当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う当

該株式の売付け等以外の空売りを目的として、当該株式の借株を行わないことを合意しております。 

 

（５）その他 

発行済株式数が増加しても株式併合は今後行ないません。 

 

以 上 

 
 


