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近３年間に繰り返されたエクイティ・ファイナンスの検証について 
  

当社は、本日、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を行うにあたり、直近3ヶ年に繰りかえされたエクイティ・

ファイナンスについて、以下のとおり、まとめましたのでお知らせいたします。 

 

Ⅰ. 統括 

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。この間、宝飾品に関する様々な事業の多角化及び業容拡大に努め、平成2年12月、日本

証券業協会へ店頭登録し株式を公開、平成16年12月、株式会社ジャスダック証券取引所へ株式を上場い

たしました。 

このような状況の中、当社におきまして、近年、多額の資本を増強させていただき、その都度株主様にご

理解、ご支援を頂戴してまいりました。 

しかし、その一方で卸売事業での宝飾品販売の業績が上がらず、結果として多額の損失を計上し、株主様

を始め投資家の皆様方のご期待に応えられなかったことは、真に遺憾に思う次第であります。 

こうした過去の反省点を十分に踏まえ、新たな中長期新3ヶ年計画の策定が必至であると考えましたが、

まず、過去の当社のエクイティ・ファイナンスにおける使途結果を、業績への影響等も踏まえ再度ご報告

申し上げます。 

当社は、直近3ヶ年において、計6回にわたり合計3,410百万円の資金をエクイティ・ファイナンスに

より調達いたしました。また当期間において、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18年10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が、第４

回新株予約権から第７回新株予約権で予定した通りには新株予約権行使は進んでおりません。 

当社において、直近3ヶ年に繰り返されたエクイティ・ファイナンスについて、検証し、総括いたしま

すと以下の通りであると考えております。 

・過去卸売り事業での宝飾品販売事業や小売事業拡大に伴う運転資金の増加により、資金繰りが悪化いた

しました。資金調達を行うものの株式の希薄化以上の業績向上が認められず株価は下落しました。 

・事業計画の失敗による業績の悪化、多額の特別損失の計上により、株価が更に下落しました。また、事

業整理による運転資金、経費削減に努めるも過去の事業拡大、投資における不良債権等に追われ、更な

るファイナンスが必要となる悪循環が続きました。 
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Ⅱ. 近3ヶ年のエクイティ・ファイナンスの状況と具体的資金使途についてのご報告  

1.（１）平成18年7月19日  第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

調達額 737百万円 当初資金使途  資金充当状況 差   額 

Ａ①サハ新研磨工場建設資金 200百万円 200百万円 0 

Ａ②運転資金   795百万円 695百万円 △100百万円

Ａ③発行諸費用等 5百万円 5百万円   0 

 

Ａ④本社債繰上返済資金 0 100百万円 ＋100百万円

       合  計 1,000百万円 1,000百万円 0 

（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、12,555,000株 (行使価額 430 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。 

【資金充当内訳】 

Ａ①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金として、200百万円を充当してお

ります。 

Ａ②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263百万円に充当しております。 

Ａ③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。 

Ａ④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。 

【効果】 

Ａ①サハ新研磨工場の本格的着工に伴う初期段階での建設資金として使用いたしました。この新研磨工場

建設計画は現在も引き続き継続実施され、予定通り平成20年秋に竣工する見込であります。 

Ａ②小売事業における当社のショールーム、展示会での販売を目的として、ダイヤ原石購入資金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、37百万円の他リングネックレス等の色石製品の仕入れ

資金263百万円に充当いたしましたが、当初予定と比して投入資金規模が縮小したため、充分な業績の改

善に結びつきませんでした。 

Ａ④財務状況の改善を目的として、本社債繰上返済資金100百万円を充当しております。 

 

2. （１）平成18年10月24日  第三者割当による募集株式の発行 

調達額 900百万円 当初資金使途 資金充当状況 差   額 

Ｂ①Ｍ＆Ａ資金 

（田崎真珠株式会社） 

2,300百万円     0 △2,300百万円

Ｂ②社債繰上返済資金 1,000百万円 900百万円 △100百万円

Ｂ③運転資金   200百万円 0 △200百万円

 

Ｂ④発行諸費用等 100百万円 0 △100百万円

       合  計 3,600百万円 900百万円 △2,700百万円

【資金充当内訳】 

Ｂ①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。 

Ｂ②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。 

Ｂ③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。 

【効果】 

Ｂ①宝飾品の小売事業の拡大を目的として、Ｍ＆Ａ資金（田崎真珠株式会社）2,300百万円を予定通して

おりましたが、対象会社との折衝が折り合わず見送りとなりました。 

Ｂ②財務の状況改善を目的として、本社債繰上返済資金900百万円を充当しております。 
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3. （１）平成18年10月24日  第4回新株予約権 

調達額 600百万円 当初資金使途 資金充当状況 差   額 

Ｃ①Ｍ＆Ａ資金 

(田崎真珠株式会社) 

4,100百万円 532百万円 △3,568百万円

Ｃ②新店舗開設資金 500百万円 60百万円 △440百万円

Ｃ③運転資金   1,236百万円 8百万円 △1,228百万円

 

Ｃ④発行諸費用等 200百万円 0 △200百万円

       合  計 6,036百万円 600百万円 △5,436百万円

 

(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） 

   株   式   数 調   達   額 

発行決議時における株式数 

 

    21,446,986株             ― 

行使済みの潜在株式数 

（新株予約権の個数） 

    30,000,000株 （注1.）

（ 30個 ） 

            600百万円   

未行使の潜在株式数 

（新株予約権の個数） 

   12,339,000株 （注2.）

（ 270個 ） 

― 

(注1.)  平成19年3月31日株式併合以前の平成18年10月24日～平成18年12月5日の間に行使した

株式数は、30,000,000株でその調達額は600百万円であります。 

(注2.)  平成19年3月31日株式併合前の未行使株数は270,000 千株でありましたが、その後、平成19

年3月31日の株式併合により7,290千株、第6回新株予約権の発行により12,555千株、第7回新

株予約権発行により12,339千株へと、それぞれ発行要項の修正条項により変更されて、現在の未行

使の潜在株式数となっております。 

【資金充当内訳】 

Ｃ①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。 

Ｃ②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。 

Ｃ③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。 

【効果】 
Ｃ①今後の宝飾品小売事業進出及び事業拡大を目指すため、株式投資資金(田崎真珠株式会社) として953

千株取得し、532百万円を充当いたしました。 

Ｃ②小売店舗の新設を目的として、平成18年12月に銀座に実験店舗を新設し、この成功により、銀座7

丁目にブライダル事業の1号店であるバージンダイヤモンド銀座本店を新設する足掛かりができまし

た。 
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4.（１）平成19年3月30日  第5回新株予約権 

調達額 890百万円 当初資金使途 資金充当状況 差   額 

Ｄ①Ｍ＆Ａ資金 

(田崎真珠株式会社) 

3,700百万円 672百万円 △3,028百万円

Ｄ②運転資金   1,749.6百万円 756百万円 △993.6百万円

 

Ｄ③発行諸費用等 126百万円 92百万円 △108百万円

       合  計 5,649.6百万円 1,520百万円 △4,129.6百万円

 

(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） 

   株   式   数 調    達     額 

発行決議時における株式数 

 

    21,446,986株 

 

             ― 

行使済みの潜在株式数 

（新株予約権の個数） 

     8,880,000株 

（ 888個 ）  

           1,520百万円    

未行使の潜在株式数 

（新株予約権の個数） 

    24,120,000株 

（2,412個 ） 

― 

【資金充当内訳】 

Ｄ①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。 

Ｄ②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、展示会百貨店の商品として630百万円を充当しております。 

Ｄ③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。 

【効果】 

Ｄ①今後、宝飾品小売事業進出並びに事業拡大を目指すため、平成19年3月期に買付した株式投資資金(田

崎真珠株式会社)として1,175千株を取得し、672百万円を充当いたしました。 

Ｄ②小売事業における、新店舗、展示会で販売を目的としてダイヤ原石購入資金126百万円、色石等の商

品630百万円に充当しておりましたが、当初予定より大幅に投入資金規模が縮小し、充分な業績の改

善に結びつきませんでした。 

Ｄ③株式併合関連の費用として92百万円を支出しております。 

 

5. 平成19年6月25日 第6回新株予約権 

調達額 151百万円 当初資金使途 資金充当状況 差   額 

Ｅ①ダイヤ原石購入資金 1,295百万円 100百万円 △1,195百万円

Ｅ②店舗開設資金 500百万円 51百万円 △449百万円 

 

Ｅ③発行諸費用等 20百万円 0 △20百万円

       合  計 1,815百万円 151百万円 △1,664百万円

【資金充当内訳】 

Ｅ①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。 

Ｅ②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。 

【効果】 

Ｅ①小売事業における新店舗での販売を目的として、ダイヤ原石購入資金に充当いたしましたが、当初予

定より大幅に投入資金規模が縮小し、充分な業績の改善に結びつきませんでした。 

Ｅ②ブライダル事業における小売店舗の新設を目的として、本格的に東京駅前店、心斎橋店等を新設する

足掛かりはできましたが、上記と同様の理由で投入資金規模が縮小したため、新店舗への投資資金に
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不足が生じました。 

6. （１）平成20年3月26日  第7回新株予約権 

調達額 132百万円 当初資金使途 資金充当状況 差   額 

Ｆ①店舗開設資金 750百万円 116百万円 △634百万円

Ｆ② e－ショップ事業資金 300百万円 16 百万円 △284百万円

Ｆ③運転資金  252百万円 0 △252百万円

 

Ｆ④発行諸費用等 30 百万円 0 △30 百万円

       合  計 1,332百万円 132百万円 △1,200百万円

 

(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） 

   株   式   数 調達額 

発行決議時における株式数 

 

   21,446,986株            ― 

行使済みの潜在株式数 

（新株予約権の個数） 

   1,000,000株 

（10個） 

       132百万円        

未行使の潜在株式数 

（新株予約権の個数） 

   9,000,000株 

（90個） 

       ― 

【資金充当内訳】 

Ｆ①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。 

Ｆ②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。 

【効果】 

Ｆ①今回のファイナンスにつきましては、新規店舗出店を 優先して、その費用を支出しており、店舗出 

店は予定通りの進捗をみせておりますが、株式市況の低迷により、予約権の行使が進まずに投資資金 

規模が当初予定より縮小しております。この状況が続きますと10月以降の新たな新規出店に支障を 

きたす可能性があります。 

Ｆ②インターネットに係る事業拡大の足掛かりとして、システム運用の外注を図っている過程であり、今 

後も予約権行使されるごとに継続的に資金投入を進めることで、よりよいシステムの構築を推進 

してまいりますが、今後の株式市況によっては資金投入が進まない可能性があります。 
 
Ⅲ.業績面における効果と株価への影響 

１. 業績面における効果 

（１）平成18年３月期 

 当社は、前連結会計年度において、金融負債のない無借金会社となりましたが、当連結会計年度におき

ましては、減資を行ったことにより、繰延損失7,350百万円、を一掃し、当連結会計年度末現在、資本の

額は、6,150百万円、株主資本比率95.7％、1株当たり株主資本8.17円と健全な財務内容となっておりま

す。  

 以上の結果、当連結会計年度における連結売上高は、海外への販売を中心に伸びて4,234百万円（前期

比39.0％増）と大幅に増加いたしました。一方、損益面において売上総利益は、649百万円と前期比大幅

に改善があったものの、催事の費用等小売事業への進出による諸費用、来期を見据えた人員の増加等が影

響し、販売費及び一般管理費は、前期比では改善されましたが、 終的には、251百万円の経常損失（前

年同期の経常損失は、979百万円）となりました。 

 特別損益面では、貸倒引当金繰入額、投資有価証券評価損等の特別損失の計上等により、 終的に連結

ベースにおける当期純損失は、621百万円となりました。 
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（２）平成19年３月期 

当社は、平成19年2月14日開催の臨時株主総会において、平成19年3月31日付をもって100株を1

株とする株式併合を決議いたしました。 

 株主資本面では、第4回新株予約権の発行等により当連結会計年度末では、資本金の額が、6,961百万

円、自己資本比率94.7％、1株当たり純資産額は、797円となっております。 

 当連結会計年度の業績は、ダイヤモンドを中心とした宝飾品の販売を卸から小売へシフトする過程にお

いて売上高については、3,486百万円(前年同期比17.7％減)と減収となりました。これは主に卸部門の縮

小によるものですが、海外子会社の公開型株式会社サハダイヤモンドは、原石の販売が好調に推移してお

ります。一方、収益面では、卸売りから小売販売へのシフトにともなう売上高の減少に加え、原石の値上

がり、商品在庫の増加並びに商品在庫の引当金計上が影響し売上総利益率が大幅に下回ったこと、その他

、販売促進に係る手数料の増加等が影響して 終的には経常損失は959百万円(前年同期は 251百万円)と

なりました。 

特別損益面では、貸倒引当金繰入額として491百万円、投資有価証券評価損69百万円子会社建物等の減

損損失116百万円等特別損失を計上したことにより 終的に連結ベースの当期純損失は1,659百万円(前

年同期は621百万円)となりました。 

資金使用使途 資金充当額 

Ａ①サハ新研磨工場建設資金 200百万円

Ａ②運転資金   432百万円

Ａ③発行諸費用等 5百万円

Ａ④本社債繰上返済資金 100百万円

Ｂ②社債繰上返済資金 900百万円

Ｃ①Ｍ＆Ａ資金 (田崎真珠株式会社) 532百万円

Ｃ②新店舗開設資金 60百万円

Ｃ③運転資金   8百万円

合計 2,237百万円

（３）平成20年３月期 

当連結会計年度の業績は、ダイヤモンドを中心とした宝飾品の販売を卸売事業から小売事業へシフトす

る業務転換の過程であったため、売上高については、3,372百万円(前年比3.2％減)と減収となりました。  

これは主に卸部門の縮小によるものですが、海外子会社の公開型株式会社サハダイヤモンドの原石販売

1,839百万円が売上高を下支えしたかたちとなりました。 

 一方、営業利益、経常利益につきましては、卸部門の縮小により売上高が減少したことに加え、小売事

業進出に伴う初期費用及び宣伝 広告費等の増大により営業損失は1,388百万円となり、さらに、174百

万円の為替差損が発生したこと等により経常損失は1,553百万円となりました。 

 また、当社が保有する上場株式の時価が著しく下落したことにより投資有価証券評価損1,200百万円、

卸売事業撤退に伴い棚卸資産の評価を見直したことによる商品評価損1,928百万円を計上したこと等によ

り当期純損失4,975百万円となりました。 

 株主資本面では、第５回及び第６回新株予約権の発行により当連結会計年度末では、資本金の額が、

7,797百万円、自己資本比率93.8％、１株当たり純資産額は228円42銭となっております。 

資金使用使途 資金充当額 

Ｄ①Ｍ＆Ａ資金 (田崎真珠株式会社) 672百万円 

Ｄ②運転資金   126百万円 

Ｄ③発行諸費用等 92百万円 

Ｅ①ダイヤ原石購入資金          100百万円 

Ｅ②店舗開設資金 51百万円 

合計 1,041百万円 
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２. 期特別損失の発生及びその主な内容 
（１）平成18年３月期 
U①貸倒引当金繰入額の計上 

当社貸付金（株式会社アムールコーポレーション他2社）については、現在約定返済条件どおりに返済

が進んでおりますが、個別に回収可能性を検討し、この度、当社においては、厳格なる評価を行いました

。このこと等により、貸倒引当金繰入額351百万円を特別損失として計上いたしました。 

U②投資有価証券評価損の計上 

有当社が保有する上場株式投資有価証券株式会社京王ズ（東証・マザーズ）267 株の投資有価証券につい

て、金融商品に係る会計基準に基づき、平成 18 年３月期末における時価を算定いたしました結果、減損

処理による投資有価証券評価損23百万円を計上いたしました。 

U③その他 

 固定資産除却損として13百万円、投資有価証券売却損として2百万円を計上いたしました。 

 

（２）平成19年３月期  

U①貸倒引当金繰入額の計上 

ダイヤモンドの仕入れについては、当社が仕入れ先に対し前渡金として支払い、その後、個々の入荷状

況を検討した結果、遅延している分については、貸倒引当金繰入額の計上いたしました。 

その他、一般貸付金等においても、入金返済が長期にわたる取引については、厳格なる評価を行い、そ

の結果、貸倒引当金繰入額の総額として491百万円を計上いたしました。 

U②投資有価証券評価損の計上 

当社が保有する上場株式投資有価証券株式会社京王ズ（東証・マザーズ）267株の投資有価証券について

、「金融商品に係る会計基準」に基づき、平成19年3月期末における時価を算出いたしました結果、減損

処理による投資有価証券評価損69百万円を計上いたしました。 

U③減損損失による計上 

当社グループが所有する建物並びに附属設備等固定資産について、減損処理の見直しを行った結果、減

損損失116百万円を計上いたしました。 

 ④固定資産売却損の計上 

連結子会社である株式会社サハダイヤモンド マニュファチュアリング（ベルギー）の解散・清算によ

り所有する固定資産の売却処理を行った結果、固定資産売却損6百万円を計上いたしました。 

U⑤その他 

 のれん償却額として13百万円、投資有価証券売却損として1百万円を計上いたします。 

  

(３)平成20年３月期  

U①投資有価証券評価損 

当社が保有する上場株式投資有価証券田崎真珠株式会社（東証・大証市場第１部）4,113,000株と丸三証券 

株式会社（東証市場第１部）1,000株について、時価が著しく下落したため、減損処理による投資有価証券

評価損1,200百万円を計上いたました。 

U②商品の評価損 

当社は、ダイヤモンドを主力商品とした卸売事業を営んでまいりましたが、その販売チャネルを卸売事

業から小売事業へシフトすることに伴い、今後の小売販売の収益性を見据えて棚卸資産に関する商品在庫

の評価を第三者機関の評定に委ねて、即時換金可能な販売価額に見直して評価換えを実施しました。これ

により、商品の評価損1,928百万円を特別損失として計上いたしました。 

U③貸倒引当金繰入額の計上U  

財務の健全化を早期に適用し必要な引当金の計上を実施することを目的として、売掛債権（キムラジエ

ム社他）に係る貸倒引当金繰入額として137百万円及び貸付債権に係る同繰入額として61百万円を特別損

失として計上いたします。 

U④減損損失 

本社事務所およびショールームの建物附属設備・備品類について106百万円全額減損処理いたしました 
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U⑤子会社株式評価損 

株式会社サハダイヤモンド・エイペルの事業は未だ本格稼働しておりませんので、今回、企業会計基準

第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、株式評価損25百万を計上いたしました。 

U⑥その他 

 固定資産売却損として23百万円、投資有価証券売却損として28百万円を計上いたします。 

 

３.証券市場及び株主、投資者に与えた影響  

卸売事業での宝飾品販売事業や小売業拡大に伴う運転資金の増加により、資金繰りが悪化致しました。

資金調達を行うものの、株式の希薄化以上の業績向上が認められず、株価は下落致しました。事業計画の

失敗による業績悪化・多額の特別損失計上により、株価がさらに下落致しました。 
また、事業整理による運転資金・経費削減に努めるも、過去の事業拡大・投資における不良債権処理等

に追われ、更なるファイナンスが必要となる悪循環でありました。 
 

以  上 

 
 

 


