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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に関しての当社の見解について 

 
当社は、平成20年７月17日開催の取締役会において、第８回新株予約権（ＭＳワラント）（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、コミットメント条項付き第三者割当の契約を締結することを決議いたしま

したが、これに関する当社としての見解を下記のとおりお知らせいたします。 

 

１. 本新株予約権による資金調達を行うに至った詳細な理由 

(1) 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。 

当社の本新株予約権において、当初行使価額116円で必要増資額約200億円を調達する場合、

172,413,793株の株式発行が必要となります。したがって、今回のファイナンスを実施することにより、

平成20年７月17日現在の発行済株式数に対する潜在株式数の比率は、803.9％になる見込みであります。

行使の状況によってはこれ以上の希薄化となります。 

当社は、５期連続の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

りが悪化し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、株価は下落いたしまし

た。事業改善の遅延による業績悪化・多額の特別損失の計上により、株価がさらに下落いたしました。 

さらに、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。 

当社が平成20年３月26日に発行いたしました第７回新株予約権と同様に、本新株予約権は、株主様

に与える影響が大きく、当社といたしましても、他の資金調達手段の可能性について最後まで検討を重

ねてまいりました。しかし、借入による資金調達は当社の場合非常に困難で、最終的にはＭＳワラント

で資金を調達する手段しかありませんでした。 

 なお、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

疑義が生じている状況であります。現状では普通株式による第三者割当を提案する投資家はおらず、事

業計画を理解しＭＳワラントを提案する投資家がおりましたので選定いたしました。 

(2) 当社は、継続企業の前提に疑義が生じている状況であります。これを早期に解消し、既存株主様の持

分価値を支えるため、創業以来行ってまいりましたダイヤモンドを主力商品とした数々の宝飾品の卸販

売事業から脱却し、相対的に利益率の高い小売事業へその販売チャネルをシフトするという、事業基盤

の変革を進めております。特に平成20年度は「小売業元年」と位置づけ、さらに積極的な業務転換・小

  

 
－1－ 

 



売業運営を進めております。 

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、小売業としての事業基盤の整備という初期段階が無事達成でき、

ダイヤモンドジュエリー専門企業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

流であるお客様に喜びを販売するジュエリー小売店舗までと、世界的にもまれに見る一貫したパイプラ

インを構築することができることになりました。 

(3) 小売業転換への基盤整備の完了を受け、５期連続の連結当期純損失に終止符を打つべく、今後、売上

の飛躍的増強と当社期末決算の黒字への転換達成を目標として、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るために、６つの事業を柱とした事業方針を定

め、合理的に算出・立案された事業計画ではありませんが、目標を実行することにいたしました。  

当社は現在保有しているサハ共和国における資源事業というバリューチェーンの源流から、お客様と

共に喜びを分かちあい、「喜びを売る小売業」という下流まで一貫したダイヤモンド関連事業のパイプラ

インを増強し、幅広いポートフォリオを目指してまいります。 

(4) 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、当社のダイヤモンドジュエリー専門企業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・商業施設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

和国に建設中の新研磨工場の早期完成・早期運転を目指します。また、当社の事業を単一の市場への依

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、当社と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、多様かつ弾力性のある収益基盤の確保を図る計画を予定してお 

ります。 

但し、第８回新株予約権については、今後のＭ＆Ａ、提携、鉱山の入札の進捗状況によって行使に至

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、具体的な金額及び資金使途については、行使による財産の出資がなされた時点の状況に応じて

報告いたします。また、資金使途の詳細につきましては、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、資金調達の具体的な使途については、交渉や入札の結果いかんでは目的とするＭ＆Ａ、提携、

鉱山事業が白紙になることもあります。従いまして調達する資金の詳細かつ具体的な使途及び充当状況

につきましては、今後、合理的に算出・立案された事業計画等を作成して適時開示してまいります。 

(5) 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、当社は、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とその事業展開を遂行するための資金調達が必要不可

欠であると考えております。 

今般、平成20年７月17日に発表いたしました「最近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」にもありますように、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。 

第４回新株予約権から第７回新株予約権の行使に至らなかった理由といたしましては、 

① 新株予約権の資金調達は、ファイナンス計画に基づき、その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。 

② 卸売業から小売業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により、当社株価が行使価額を下回る事態が続き、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こと。 

③ 行使価額が固定であったこと。 

が上げられます。 

(6) 今回、上記の対策として、このような状況の中、過去の反省点を十分に踏まえ、 

① 経営コンサルタントである株式会社船井ビジョンクリエイツと事業計画の立案時点から緊密にコ

ミュニケーションをとっております。但し、今回の割当先であるZeus Advisors (Cayman)とは株式会
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社船井ビジョンクリエイツを通していますので直接コミュニケーションは取っておりません。 

② 今後は、既存事業のブライダル事業とe-ショップ事業(インターネット販売)に先行投資をして、

利益の向上を目指します。 

③ 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ため、以前のように予約権行使がされないという可能性は非常に低

くなっております。 

今回、目標とする事業につきましては、具体的な数値目標は合理的に算出・立案された事業計画では

ありませんので、数字はあくまでも努力目標であります。何ら数値的には確約できるものではありま

せんが事業の進捗状況に合わせて資金を調達することのできる枠を確保しておくことが必要であると

判断し、今回の新株予約権による資金調達を行うに至りました。 

 

２. 株式会社ジャスダック証券取引所が平成19年７月12日に通知している「MSCB等の発行及び開示並び

に第三者割当増資等の開示に関する実務上の留意事項」において要請されている新株予約権等の行使制

限に関して、発行要領上規定されていないことに対する当社の見解 

当社は、平成20年７月14日発表の「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」の発行要領20.に

ある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ます。また、資金調達の必要性を重視して10％ル

ールは設けてありませんが、そのかわりに行使拒否条項を設けることにより、一時的ではありますが、

行使を禁止する期間を設けております。なお、行使の数量は当社が完全にはコントロールすることが出

来ない内容となっております。 

当社は既存株主様の著しい不利益とならないために、当社にとっても不利益にならないよう事業の進

捗に合わせた行使を行うという確認書をZeus Advisors (Cayman)から頂いており、事業の進捗状況に合

わせ予約権行使を行っていく所存であります。 

このように証券業界の意向を満たすための十分な発行要領での資金調達ではないことについては認識

しておりますが、当社の財務状況を勘案して、最終的にはＭＳワラントで資金を調達する手段しかあり

ませんでした。 

なお、予約権の行使については株式会社船井ビジョンクリエイツと事業の進捗と予約権行使について

緊密にコミュニケーションをとっており、Zeus Advisors(Cayman)からは事業の進捗に合わせた当社から

の要請によって予約権行使を行う確約書をいただいております。 

但し、Zeus Advisors(Cayman)とは株式会社船井ビジョンクリエイツを通しての交渉となっております。 

 

３. 当社における本新株予約権の発行数量、発行価額及び当該発行に伴う株式の希薄化（特に、授権株式

数を超過する新株予約権の発行及び行使価額修正条項について）の妥当性、適正性及び適格性について

の見解 

(1) 今回の資金調達はエクイティ・コミットメント・ラインという資金調達手法を選択しております。こ

のエクイティ・コミットメント・ラインという手法は、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、当社の事業計画に連動して割当先が本新株予約権を行使していくものであります。一時に新

株を発行して資金を集めるのではなく、事業の進捗に合わせた予約権行使による資金を調達し、事業に

投資していくという非常に柔軟性の高いものとなっております。当社は今後の事業資金について、その

時点での株価を考慮しながら、本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、

運用を図ってまいります。 

なお、エクイティ・コミットメント・ラインという資金調達の手法は、本来、当社からの依頼をもっ

て行使するという理解から、発行要領に規定することに思い至らず契約にいたりました。そのため、発

行要領には規定されておらず法的に拘束できないため、Zeus Advisors (Cayman)からは行使時期と行使

数を一方的に判断し行使を行わない旨の確約書をいただいております。 

(2) この資金調達は当社にとって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

行使の数量及び時期を相当程度コントロールできますが、行使の数量に対しては完全に当社としての意
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思決定を反映させることの出来る契約内容にはなっておりません。そのためZeus Advisors(Cayman)か

らは当社の事業の進捗に合わせ、一方的に判断し、行使を行わない確約書をいただいております。 

さらに、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

間に本新株予約権の行使を禁止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、株価に対する影響があるものの当社としてはZeus Advisors(Cayman)からの確約書をいただ

いており、株価への影響を軽減してまいります。 

しかし、本新株予約権は行使を当社が完全にコントロールできる発行要領でなっていないため、証券

市場、株主様、投資家に与える影響は十分に配慮がなされなかったと認識しております。 

(3) 第８回新株予約権の希薄化進行に関する条件について 

① 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

の10％を下回ることはありません。また、終値でなく安値の90％を行使価額にしております。 

なお、過去のファイナンスで新株予約権を発行しても行使されなかった経験の反省から、下限値を低

く設定いたしました。そのかわり当社サイドが行使要請をする権限を持つ確約書をZeus Advisors 

(Cayman)からいただいております。 

② 現存する資金需要と今後発生する事業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、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。 

法的には問題でない発行要領ではあるものの既存株主様、投資家に与えるインパクトは大きく必ずし

もこの発行要領が最良の方法とはいえません。 

この３点が本新株予約権の特徴であり、本新株予約権の発行は、資金調達方法として、株主様、投資 

家に与える影響は大きなものになると認識しております。 

当社といたしましても、最終的に選択の余地がなくＭＳワラントで資金を調達する手段しかありませ 

んでした。そのためZeus Advisors(Cayman)からは当社の事業の進捗に合わせ、一方的に判断し、行使 

を行わない確約書をいただいております。 

当社は、今後の資金ニーズについて、その時点での株価を考慮しながら、他の資金調達方法及び資金 

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、1ヶ月に第８

回新株予約権の払い込み日時点の上場株式数の10％以上となる新株予約権の行使を行うべきでないと

いう見解の運用を図ってまいります。 

(4) 今後、計画の実施により企業価値が向上し、株価が行使価額を上回る場合、平成20年３月26日に発

行した第７回新株予約権が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

調達の金額は減少します。但し、本新株予約権は一度に行使されるものではなく、行使期間である２年

間を通じて、事業の進捗状況に合わせて行使を行うため、行使状況に応じ、適宜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。また、その時々における株主様による当社の事業に対する評

価も頂き、ご意見も反映したいと考えております。 

(5) 本新株予約権が行使される度に行使された株数だけ希薄化が生じます。しかし、Zeus Advisors 

(Cayman)からの確約書をいただいており、権利行使のタイミングは、当社の資金需要に応じて機動的に

行われます。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大きな

ものです。しかし、当社といたしましては、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。なお、早期の業績回復を達成することが、株主様、

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。 

(6) 上場会社として、200億円規模のファイナンスの妥当性については平成20年７月28日現在の当社の

時価総額は22億円であり、９倍の規模であります。今後、当社にとって必要な資金ではありますが、現

在の企業規模からいたしますと大きなものであると認識しております。そのため事業としての必要な資

金分のみ行使し、事業の進捗状況で必要のない資金に係る行使はいたしません。 

(7) 事業の拡大と共に行使が進むと授権枠の拡大をする必要性がありますが、明年の株主総会で事業に対

する評価と授権枠以上の増資に対する評価を頂きたいと考えております。 

  

 
－4－ 

 



現時点においては、臨時株主総会は考えておりません。 

(8) Ｍ＆Ａや鉱山などの相手先は守秘義務があり、公表できる段階で適宜に開示いたします。また、交渉

や入札の結果いかんでは目的とするＭ＆Ａ、提携、鉱山事業が白紙になることもあります。 

(9) 下方修正のみついていることに対するデメリットにつきましては当社としても大きなデメリットであ

ると共に株主様に対してもデメリットがあると認識しております。 

(10)発行要領において10,361.4％の希薄化が起こりうる条件を定めたことは当社のみならず、株主様、投

資家の皆様に対し、真に遺憾に思う次第であります。 

(11)事業として、交渉や入札の結果いかんでは目的とするＭ＆Ａ、提携、鉱山事業が白紙になることもあ

る資金について、当該新株予約権を発行することに対する見解ですが、今回、200億円の資金調達をで

きる枠組みを作ることが目的であり、事業計画の進捗状況によっては行使しないこととなります。また、

行使については当社が完全にコントロールできる発行要領にはなっておりませんのでZeus Advisors 

(Cayman)からは事業の進捗に合わせた予約権行使のできる確約書をいただいております。 

(12)授権株式数を超過する新株予約権の発行及び行使価額修正条項と授権株式数を超えた発行である規模

の大きさ並びに下方修正付であることの考え方についてですが、今回、下方修正に下限設定をすると共

に授権株式数を超過する場合は株式の発行を不可としております。 

また、当社は授権株式数を超過する入金については株式の発行はいたしません。 

  なお、Zeus Advisors(Cayman)から確約書をいただいており、株価が下がっている場合は行使を拒否で 

きますので、常に資金需要と希薄化の影響を比較考量しながら行使が行われるようにいたします。 

 

４. 本新株予約権により調達する資金使途（アドバイザリー費用及びその内訳を含む。）及び支出予定時

期に合理性があるとする具体的な根拠 

(1) 今回の資金調達は、当社の財務体質を強化し、必要な資金の手当てを行うものであります。６つの事

業を柱とした事業方針を定め、合理的に算出・立案された事業計画はありませんが、目標とし実行する

ことにいたしました。同時に今回の資金調達によって過去に発生した損失の繰越をできるだけ回避でき

るということも、将来の復配に向け重要な事項と考えております。 

  この資金調達及び事業計画の実行結果として、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、ひいては株主価値の向上につながると判断しております。 

  当社が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ますが、結果として、株式価値の大幅な希薄化を招き、既存株主皆様の利益を損

なう可能性があると認識しております。 

(2) 今回のファイナンスによる平成21年３月期以降の業績への影響は、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、特に小売事業では、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予定しております。 

(3) 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。 

なお、具体的な数値目標は合理的に算出・立案された事業計画ではありませんので、上記の数字はあ

くまでも努力目標であります。何ら数値的には確約できるものではありません。 
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(4) 上記試算には、今後実施を予定しております関連企業のＭ＆Ａ、サハ共和国・資源関連企業との提携

による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

展開など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ると考えております。しかしながら、Ｍ＆Ａ、提携にお

ける交渉、鉱山の入札結果により、事業計画が白紙になる場合があります。 

(5) アドバイザリー費用につきましては株式会社船井ビジョンクリエイツからの申し入れがあり、行使し

た金額の６％を費用として支払うことといたしました。今回のファイナンスは事業の実現に合わせて資

金調達を行うことにより、その時期によって様々な弁護士、公認会計士の専門的なアドバイスを必要と

いたします。そのため弁護士、公認会計士のコーディネイト費用が必要であり、行使金額の６％の費用

も合理的だと判断いたしました。当社は株式会社船井ビジョンクリエイツに対してのアドバイザリー費

用を支払うものであり、そこからの支払先については一任しており、具体的には把握しておりません。

また、Zeusの出資者については守秘義務があるため当社は株式会社船井ビジョンクリエイツに一任して

います。そのため直接には把握しておりません。 

(6) 今回の新株予約権発行に係る手取概算額18,678百万円の資金使途につきましては、合理的に算出・立

案された事業計画はありませんが、以下のような配分になっております。 

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 

交渉や入札の結果いかんでは目的とするＭ＆Ａ、提携、鉱山事業が白紙になるものを含んでおります。   

 

5. 本新株予約権の割当先であるZeus Advisors(Cayman)の概要及びその実在性 

代表者の氏名  Shavourne Rolle シャルボン・ロル（Maples and Calderの弁護士） 

（出資者については株式会社船井ビジョンクリエイツに一任しておりますので直接確認しているものでは

ありません。そのため具体的には把握しておりません。） 

 

6. 当社がZeus Advisors(Cayman)が本新株予約権の割当先として適格性を有すると判断した根拠及び理

由 

今回の割当先であるZeus Advisors (Cayman)（以下、「Zeus」） は、当社の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、当社に経営再建支援を頂いている経営コンサルタントである株式会

社船井ビジョンクリエイツの紹介で決定したものであります。  

Zeusは海外籍の投資を目的としたファンドであります。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点や、海外籍のファンドであるため保有目的が純投資で当社の経営に

介入する意思がない点が、株式会社船井ビジョンクリエイツを通して口頭で説明されていることを加味

した上で、保証されているものではありませんが、割当先として適当であると判断し、決定に至りまし

た。また、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。さらにZeus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あるということも株式会社船井ビジョンクリエイツを通して説明されて

おります。   

また、予約権の行使に関してですが、今回のファイナンスは新株予約権というスキームの性質上、予

約権を割当先が行使せずに資金が充当できないというリスクがあります。しかし、当社の経営コンサル

タント株式会社船井ビジョンクリエイツより、Zeusと当社との間において、当社の財務状況の強化の必

要性について十分協議を重ねた結果、ご理解を頂いた上での引受である旨の説明を受けております。当

社が上場を維持し、当社の既存株主様の利益保護を図る上でも、当該行使にかかるご理解を頂いている
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ことは割当先として必須であると考えます。 

７. 当社においてZeus Advisors(Cayman)が反社会的勢力との関係がないことを確認した手段、方法及び

範囲 

当社はZeusが、反社会的勢力でないことを紹介者である株式会社船井ビジョンクリエイツを通じて口

頭ではありますが確認しております。そのため確認した手段、方法及び範囲について具体的には把握し

ておりません。  

同社は世界的な信頼があるMaples and Calderの弁護士が代表者をつとめ、適切に設立された会社で

あります。Caymanで会社を設立する際の審査は厳しく、銀行の取引証明書や弁護士からの推薦状がない

限り設立できません。株式会社船井ビジョンクリエイツからは複数の投資家の中で当社の事業計画に十

分に理解がある投資家を招聘してもらっております。 

 

８. 当社における今後のエクイティ・ファイナンス関する考え方及び見解 

本件ファイナンスは、今後３年間の資金調達を目的として行うものであることから、本件ファイナン 

スの発行決議日より、３年間はエクイティ・ファイナンスに係る決議は行いません。また、今後、ファ

イナンスを行う際は、以下の点に配慮して行います。 

① 合理的に立案した事業計画に基づき実行する。 

② 株主様、投資家、証券市場に十分配慮したスキームを用いること。 

③ 当社自らがファイナンスの引受先を直接確認し、コミュニケーションを図り、当社の事業内容をご

理解していただき実行する。 

 

過去の困難を乗り越え、新しいサハダイヤモンドを構築し、役職員一同、業績の向上に努め、株主価

値の最大化、早期復配を目指し全力で努力してまいります。株主様を始め投資家の皆様方におかれまし

ても、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以 上 

 

 

 

 


