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平成２０年 7 月３０日 

各      位 

                 会社名   株式会社セイクレスト 

代表者名  代表取締役 青木 勝稔 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８９００） 

問合せ先  常務取締役経営管理本部長 三浦 多実也 

                                  電話    ０６―６２６４―７０７７ 

 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）（第三者割当）及び 

行使価額修正条項付第１回新株予約権（ＭＳワラント）（第三者割当） 

の発行中止に関するお知らせ 
 

当社は、平成 20 年７月 14 日開催の取締役会において、1）第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債（ＭＳＣＢ）（第三者割当）（以下、「本件新株予約権付社債」）及び 2）第１回新株予約権（ＭＳワラ

ント）（第三者割当）（以下、「第 1回新株予約権」）の発行を決議いたしましたが、下記のとおり、本日

の取締役会において、割当先に対する発行を中止する決議及び有価証券届出書の取り下げを行いました

ことをお知らせいたします。 

記 

１．発行中止の内容   

  平成 20 年７月 14 日開催の取締役会において発行を決議いたしました、OVE 第２号投資事業組合

(業務執行組合員 田中玉子)を割当先とする 1）第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳ

ＣＢ）（第三者割当）及び 2）第１回新株予約権（ＭＳワラント）（第三者割当）（総額 250 百万円）

の発行の中止を本日決議いたしました。 

 

２．発行中止の理由 

当該第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）（第三者割当）及び第 1 回新株予約

権（ＭＳワラント）（第三者割当）の発行決議以降において、不動産流動化事業における、弊社保

有物件１棟の売却が確定したことにより、手元流動性資金の増加に伴い一時的な資金繰りにおける

不安が解消されることとなりました。加えて現市況における物件の売却が行えたことにより、現在

進行中のＳＣリバイバルプランの進行に対しても一定の理解を得られ、交渉を継続してまいりまし

た間接金融における資金調達の目処が立つにいたりました。当社といたしましては、平成 20 年７

月 14 日時点におきましては、株主の皆様に対して株式の大量な増加による希薄化の影響を伴う、

本新株予約権付社債及び第1回新株予約権による資金調達に依拠せざるを得ない状況にありました

が、当初よりその他の手法による資金調達方法を模索しており、前述による状況の変化から、現時

点においては当該本新株予約権付社債及び第1回新株予約権の発行を中止することが望ましいと判

断し、本件決議に至りました。 

今後の資金調達につきましては、現状の予断を許さない不動産市況における当社の置かれている

状況や取り巻く環境を踏まえて、慎重に検討してまいります。 
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３． 業績に与える影響等 

当該無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行に伴う調達資金250百万円により

予定しておりました資金使途につきましては、不動産流動化事業における物件売却により増加する

資金及び直近に実行を予定しております間接金融による調達資金により充当してまいります。なお、

当事業年度における売上及び利益に与える影響は軽微であります。 



3 

【ご参考】第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）（第三者割当）概要 

 

１． 社 債 の 総 額             金１億５千万円（額面総額１億５千万円） 

２． 各 募 集 社 債 の 金 額             金５千万円の１種 

３．  各募集社債の払込金額               額面 100 円につき金 100 円 

４． 各新株予約権の払込金額              本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

５． 新株予約権付社債の券面               本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債

を表章する無記名式の本新株予約権付社債券を発行

するものとし、社債権者は、本新株予約権付社債の社

債券の全部又は一部につき、記名式とすることを請求

することはできない。 

   なお、本新株予約権付社債は会社法第 254 条第２項本

文及び第３項本文の定めにより本社債又は本新株予

約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

６． 利 率       本社債には利息を付さない。 

７． 申 込 期 日       平成 20 年７月 31 日 

８． 本 社 債 の 払 込 期 日       平成 20 年７月 31 日 

９. 本新株予約権の割当日       平成 20 年７月 31 日 

10.   本新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年７月 31 日から平成 22 年７月 30 日（行使請

求受付場所現地時間）までとする。但し、当社の選択

による本社債の繰上償還の場合は、償還日の１営業日

前の日までとする。本社債が繰上償還される場合は、

償還金額が全額支払われるまでの間、期限の利益の喪

失の場合には、残存する本新株予約権付社債に係る償

還金額が当社により全額支払われるまでの間、本新株

予約権を行使することができる（いずれの場合も、平

成 22 年７月 30 日（行使請求受付場所現地時間）（当日

を含む。）以後本新株予約権を行使することはできな

い。）。 

11． 行 使 価 額        行使価額は、当初 3,820 円とする。なお、行使価額は, 

本項第(4)号乃至第(10)号により修正又は調整される。

本要項において、「取引日」とは、証券取引所が開設さ

れている日をいう（但し、当社普通株式の普通取引の

終値（気配表示を含む。）のない日を除く。）。 
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【ご参考】第１回新株予約権（ＭＳワラント）（第三者割当）概要 

 

１. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

                                  本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株

式とし、本新株予約権１個の行使により当社が当社普

通株式を新たに発行し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（以下「割当株式数」

という。）は、行使請求の対象となった本新株予約権

の数に 10,000,000 円（以下「出資金額」という。）を

乗じ、これを行使価額（以下に定義する。）で除して

得られる最大整数とする（1 株未満の端数はこれを切

り捨て、現金による調整は行わない。）。 

本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新

株予約権の総数に 10,000,000 円を乗じた金額を行使

価額で除して得られる最大整数となる。但し、下記第

10 項又は第 11 項により行使価額が修正又は調整され

る場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は

変更される。 

２． 本新株予約権の総数                 10 個 

３. 各本新株予約権の払込金額             本新株予約権１個あたり金 100,000 円 

４. 新株予約権の払込金額の総額           金１億円 

５． 申込期日  平成 20 年７月 31 日 

６． 割当日及び払込期日  平成 20 年７月 31 日 

７． 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年７月 31 日から平成 21 年３月 31 日。 

８.  行使価額の修正            新株予約権の割当日である平成 20 年７月 31 日以降、

行使価額は、第 19 項第(3)号に定める本新株予約権の

各効力発生日（以下「修正日」という。）の前日（但し、

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（以下「終値」という。）（気配表

示を含む。以下同じ。）のない取引日を除く。以下「時

価算定期間」という。）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の90％に

相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を切捨てる。以下「修正後行使価額」という。）

に修正される。なお、時価算定期間内に、第 11 項で定
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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。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額

が金 1,910 円（以下「下限行使価額」という。但し、

第 11 項による調整を受ける。）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

金 5,730 円（以下「上限行使価額」という。但し、第

11 項による調整を受ける。）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。本要項において「取

引日」とは、株式会社ジャスダック証券取引所が開設

されている日をいう。 

 

 

※ 本新株予約権付社債及び新株予約権に関する詳細については、平成 20 年 7月 14 日付け『第１回無

担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）（第三者割当）及び行使価額修正条項付第１回新株予

約権（ＭＳワラント）（第三者割当）の発行に関するお知らせ』をご参照ください。 

 

以 上 


