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平成２０年９月２５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 

 

第三者割当による新株式及び第１回株式会社セイクレスト 

新株予約権の発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年９月 25 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式及び第１回株式会

社セイクレスト新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 

記 

１． 募集の目的及び理由 

当社は、平成 20 年９月末日までに返済期限の到来する借入金返済について、確実に返済及び償

還を滞りなく実行することによる金融機関からの信用維持、並びに財務体質改善のために充当す

る短期的な資金及び事業再構築等の資金の確保が急務であることから、早期に資金調達が可能で

ある新株式の発行による資金を充当し、平成 21 年３月末日までに返済期限の到来する借入金の

返済及び社債の償還については、当社の今後の営業活動により得られる資金を充当することも考

えられることから、既存株主様の権利を 大限考慮することができ、また段階的に必要に応じて

資金調達を実行することが可能な新株予約権によることが 善であると判断し、平成 20 年９月

９日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行を決議

いたしました。 

しかしながら、当該第三者割当による新株式及び第１回株式会社セイクレスト新株予約権の発行決

議にかかる発行価額につきましては、新株発行取締役会決議の前営業日（平成 20 年９月８日）のジャ

スダック証券取引所における当社株式の終値（2,455 円）を参考にして 2,210 円（ディスカウント率

10％・円単位未満四捨五入）と決定いたしましたが、決議日以降の当社の株価の状況につきまして、

９月８日の終値 2,455 円と比して、本日時点において株価 1,055 円（57.02％の下落）となっているこ

と、米国において大手証券会社が破綻したことに端を発する世界的な金融収縮、新興市場及び日本の

株式市場全体の株価状況が急変している等の状況をふまえ、当社におきましては、今回の株式発行の

必要性等も含めて検討を重ねてまいりました。 

こういった状況の中、①発行決議以降において、現状の不動産市況がさらに悪化している等の理由

により、割当先における不動産企業に対する投資マインドがやや消極的になっていること、②当社の
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現状の株価の推移においては当該割当先からの引受けが得られない状況であること、③直近の資金繰

りにおきましても、平成 20 年 10 月末日において短期借入金の返済が成されない場合、当社の企

業存続においては危機的な状況に陥ることが予想されることから、当該第三者割当による新株式及

び第１回新株予約権の発行を中止し、新たに第三者割当による新株式及び第１回株式会社セイクレス

ト新株予約権の発行をおこなう必要があると判断し、それに伴い９月９日提出の有価証券届出書の取

下、再提出について本日開催の取締役会において決議いたしました。  

これらの実施により、短期的な資金繰りにおける企業存続の危機的状況を打破し、現在遂行中

のリバイバルプランを遅滞無く遂行させることで、継続した安定収益基盤の確立は成されていく

ものと考えており、特に本業であります企画・販売代理事業におきましては、既に大阪本社への

経営資源の集中が完了し、現在、生産性の向上に向けた施策による収益性の向上も見られる等、

成果が徐々に顕在化しております。 

当社といたしましては、このような事態を引き起こした責任として役員報酬のカットを実施す

る等、その責任を明確化させておりますが、現時点においての 優先課題は速やかな財務状態の

改善であり、「早期での財務状態の改善→収益性の向上→健全性の回復」といった好循環を起こ

し、これにより企業価値の向上が成されて行くものと考えており、株主及び投資家の皆様におか

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。 

 

（参考１） 

－平成 20 年９月９日の発行の目的及び理由－ 

当社の平成 20 年３月期における経営成績は、当初計画しておりました数値から売上高において

4,539 百万円下回り、売上高 3,431 百万円（前年同期は 4,972 百万円）、当期純損失 706 百万円（前

年同期は当期純利益 44 百万円）を計上するにいたりました。これは、平成 19 年１月 16 日に発覚

いたしました、当社元従業員によるインサイダー事件の影響により、当社のマンション販売代理

事業における取引先の一部からは、新規マンションの販売委託を見送られるなど、信用の低下に

伴う信用回復に一定の時間を要したことに加えて、昨今の不動産市況の悪化に伴う国内不動産取

引の停滞から、不動産流動化事業において平成 20 年３月期中での売却を予定しておりました大型

物件の売却が大幅に遅延したことにより、当該当期純損失を計上いたしました。 

また、平成 20 年３月期末時点における当社の財務状態については、純資産額が 147 百万円（前

年同期比 733 百万円）と期首時点から大幅に減少しております。これは、上記インサイダー事件

の発覚による、金融機関の当社に対する信用の低下に加え、米国におけるサブプライムローン問

題に起因した世界的な金融機関の信用収縮に伴い、間接金融による資金調達が停滞したことによ

り、平成 20 年３月期末において、財務状態の著しい悪化及び手元流動性の著しい低下により企業

継続の存亡に係る危機に瀕しております。 

当社では、不動産市況の著しい悪化を早期に確認し、これに対応すべく平成 19 年 11 月以降、

事業再構築に向けた新たな取り組みに着手しており、平成 20 年３月からは当該事業再構築計画を

実行しております。これにより、福岡支店及び広島営業所の事務所閉鎖並びに東京支店における
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企画・不動産販売事業の撤退を決定し、加えて、平成 20 年３月 21 日付「希望退職者に関するお

知らせ」及び平成 20 年４月８日付「希望退職者募集の結果に関するお知らせ」において公表のと

おり、組織及び人員体制の見直しを行い、事業の選択と集中を図る等の施策を講じてまいりまし

た。これら事業再構築に向けた取り組みを骨子として、より積極的な経営改革を実現すべく、平

成 20 年６月に①事業の選択と集中による収益構造の改善、②不動産流動化事業の資金化における

借入金の返済による財務体質の改善、③販売用不動産の売却等を含めた保有資産のオフバランス

化による財務体質の改善及び④財務戦略による資金調達の４項目を柱とした「ＳＣリバイバルプ

ラン」を策定し、全社一丸となって取り組んでおります。 

 しかしながら、平成 20 年４月以降、不動産市況の大幅な回復及び金融機関の信用収縮の解消は

見られず、当社においても業績の回復及び間接金融による資金調達を図ることができず、財務体

質の悪化は現在においても、当社の経営及び企業の存続に極めて大きな影響を与えております。 

 こういった状況のなか、平成 20 年７月 14 日付「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（Ｍ

ＳＣＢ）（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」において公表いたしましたとおり、当該転換社債及び新株予約権の発

行を取締役会において決議いたしました。しかし、平成 20 年７月 30 日公表の「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」において公表いたしましたとおり、

当該転換社債及び新株予約権の発行決議以降において、以前より交渉を継続しておりました間接

金融における資金調達に一定の目処が立つにいたったことにより、当該本新株予約権付社債及び

第 1 回新株予約権の発行中止を決議いたしました。 

その後、平成 20 年８月 14 日公表の「平成 21 年 3月期第 1四半期決算短信」にありますとおり、

経営成績につきましては不動産流動化事業における物件売却の遅延を主因として売上高が計画

に比して減少したこと、基幹事業であります企画・販売代理事業につきましても、営業成績は計

画に比して低調な推移となったこと等を主因として、売上高661百万円(前年同期比69.0％減少)、

営業損失 97 百万円（前年同期は営業利益 343 百万円）を計上いたしました。また、財務状態に

おきましては、当社が販売を目的として保有するたな卸資産の評価について、たな卸資産評価損

1,206 百万円を計上したことを主因として、四半期純損失は 1,337 百万円となり、これにより第

１四半期連結財務諸表における純資産額は 1,190 百万円の債務超過状態へと陥っております。 

また、同日公表の「特別損失の発生及び業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」に

ありますとおり、平成 21 年３月期第２四半期以降の不動産業界及び当社の経営状況につきまして、

会計基準の変更により、平成 21 年３月期第１四半期連結会計期間において、特別損失（たな卸資

産評価損 1,206 百万円、事業再構築に係る有形固定資産除却損及び付随費用 計 13 百万円）を計

上するとともに、平成 20 年５月 23 日付「平成 20 年３月期 決算短信」にて公表しております、

平成 21 年３月期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）の第２四半期連結累計期間及び通

期業績予想を、下方修正することとなりました。当該修正の内容は、①不動産流動化事業におけ

る売却予定物件に関して、前述の販売用不動産の評価損計上に伴って、第三者機関により提出さ
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れた評価額に基づく計画へと変更したことを主因として、②第３四半期以降の減少要因といたし

ましては、現在の不動産市況におけるマンション需要価格の低下から、企画不動産販売事業にお

けるマンション買取再販事業において、販売価格の見直しに伴った売上高の減少を見積もる必要

があると判断したことにより、売上高につきましては、第２四半期連結累計期間については業績

予想比 23.2％減の 3,763 百万円、通期においては業績予想比 20.5％減の 5,502 百万円となる見込

みであります。また、営業利益につきましては第２四半期連結累計期間において 79 百万円の損失

計上を予想しておりますが、通期におきましては業績予想比 50.6％減とはなるものの、「ＳＣリ

バイバルプラン」の遂行に伴う販売管理費の圧縮効果により営業利益 86 百万円の利益計上を見込

んでおります。当期純利益に関しましては、今回多額の特別損失を計上したことにより、第２四

半期連結累計期間において第２四半期累計純損失1,382百万円、通期においても当期純損失1,253

百万円を計上する見込みであります。本業であります企画・販売代理事業につきましては、通期

における売上高は 775 百万円（当初計画比 8.7％減）と計画に比して減少する見込みであります

が、「ＳＣリバイバルプラン」の遂行に伴った販売管理費の更なる圧縮効果により、営業利益にお

きましては 275 百万円（当初計画比 1.2％増）と概ね計画を達成する見込みであります。 

当社の資金繰りにおきましては、平成20年９月１日の公表のとおり、平成20年９月末日を返済

期日としていた物件担保による一年内返済予定長期借入金1,812百万円の返済につきましては、物

件の売却が適ったことにより、当該一年内返済予定長期借入金を含む不動産担保融資の残債務368

百万円を長期返済に条件変更することで合意しております。なお、当該取引を含む販売用不動産

の売却等にともない、平成20年３月末日の販売用不動産にかかる有利子負債の金額は4,347百万円

から平成20年８月末日時点において約702百万円へ大幅な圧縮を実現しておりますが、現在、当社

におきましては、後述の「調達する資金の具体的な使途」の記載のとおり、短期借入金の返済及

び社債の償還に必要な資金の確保は必要となります。直近の資金繰りにおきましても同様に、短

期借入金の返済、並びに当社発行の金融機関保証による社債の償還期限も到来することから、早

急、且つ短期間に断続して発生いたします支出への対応が可能な資金調達の手法として、当該新

株式の発行及び新株予約権によるファイナンスの実施を決定させていただきました。当ファイナ

ンスは当社にとって必要不可欠なものであり、これらが成されない場合、当社の企業存続におい

ては危機的な状況に陥ることが予想されます。しかしながら、今回の資金調達手法には潜在株式

が存在し、既存株主様には株式の増加による希薄化の影響を伴うこととなりますが、現在の当社

における唯一の資金調達手法であることをご理解いただき、ご支援賜りたくお願い申し上げると

ころであります。 

また、上述いたしました平成 20 年７月 30 日公表の当該第１回新株予約権付社債及び第 1 回新

株予約権の発行中止の取締役会決議日におきまして、当該間接金融からの資金調達については実

現可能性が高いと判断しておりましたが、マンションデベロッパー並びにデベロッパーが相次い

で破綻する中、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がめ

まぐるしく変化している等の理由により、発行中止決議日以降の交渉が難航しております。現在

の不動産市況等の当社を取り巻く環境の変化は、現時点において不透明なものでありますので、
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今後、当該間接金融との交渉を継続していくことによる資金調達についても、その実現可能性は

低下しております。しかしながら、当社といたしましては、ＳＣリバイバルプランを遅滞無く遂

行することにより、収益性の向上を図ることができ、当社を取り巻く環境等に左右されない安定

した企業経営を行うことが可能となると考えております。また、財務体質の改善等により、間接

金融による資金調達においても、その実現可能性は高まっていくと考えております。 

 

（参考 2） 

－ＳＣリバイバルプランについて－ 

当社は平成 20 年 ６月６日付の「平成 20 年３月期決算説明資料」において公表のとおり、平成

20 年３月期までの経営における、今回の損失計上にいたった経緯について分析及び現状を打破し

安定収益構造への脱却を図る為の施策として「ＳＣリバイバルプラン」を策定し遂行しておりま

す。 

骨子として４つの施策を遂行することにより、早期での財務体質の健全化及び収益性の安定に

加え、労働生産性向上に向けた施策の遂行による資産回転率の 適化を図り、収益の 大化を目

指す施策でございます。 

具体的には①事業の選択と集中による収益構造の改善、②不動産流動化事業の資金化における

借入金の返済による財務体質の改善、③販売用不動産の売却等を含めた保有資産のオフバランス

化による財務体質の改善及び④財務戦略による資金調達であります。これらを遅滞なく遂行する

ことにより、当社の現状における企業存続における危機的状況を打開し、今後の継続した成長と

安定収益構造を構築してまいる所存であります。 

① 事業の選択と集中 

主力事業である企画・販売代理事業における早期の収益構造改善を目指し、大阪本社への資

本及び人材の集中、事業規模及び戦略に見合った組織・給与・人員体制への移行によるコス

ト管理の強化と固定経費及び販売管理費の圧縮を図ってまいります。 

また、昨今の不動産不況の中で、デベロッパー各社は販売用マンション在庫の増加と、その

早期処理が課題となっており、当社の人員をより有効活用して企画・販売代理事業の効率性

の向上と人件費における収益率の改善を図ってまいります。 

加えて、少額投資による回転率の高い事業である住宅流通事業における戸建分譲事業の積極

展開は、当社の現状の資金繰りにおいて短期で投資と回収を図ることができ、マンション販

売代理事業との補完性を追及し、収益の改善を図ってまいります。 

②不動産流動化事業の資金化 

当社保有の開発不動産のポートフォリオ再構築による収益の安定化と借入金返済による財務

体質の改善を図ってまいります。当社が投資不動産を取得後、バリューアップを図った上で

売却、及び事業用地の取得、企画開発、賃貸収入を獲得することを目的とした不動産２物件

についての売却が適ったことにより有利子負債の大幅な圧縮を実現しておりますが、今後も

その他物件についての更なる価値の向上を図ってまいります。  
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③販売用不動産の売却等を含めた保有資産のオフバランス化 

保有している販売用不動産の売却等による保有資産のオフバランス化とその資金化による収

益の安定化と借入金返済による財務体質の改善を図ってまいります。 

④財務戦略による資金調達 

短期的及び中長期的両側面からの財務戦略を講じ、早期での財務状況の健全化を図ってまい

ります。 

短期的な資金計画につきましては、現在当社が直面しております企業存続の危機解消に向け

た資金調達が必要不可欠であります。当該事象に関しましては、当該新株予約権の行使によ

る資金調達において解消を図り、前述①から③までの施策を遂行することで、資金計画にお

ける当社の懸念事象は解消できるものと考えております。 

加えて、中長期的な計画と致しましては、短期的な資金計画における不安解消により本リバ

イバルプランにおける①から③が遅滞なく遂行することにより、資金繰りにおける窮地は脱

し、加えて保有不動産の売却等による資金化が成され、有利子負債の圧縮を早期に実現する

と共に、資本回転率の向上を目的とした販売管理費の圧縮により、安定した収益体制の確立

を図り、財務体質におきましても早期に健全化を図ってまいります。 

以上 

 

２．本件スキームによる資金調達を選択することとした理由 

（以下の内容については９月９日の発行決議における内容から変更はございません。） 

上述のとおり、平成 20 年７月 30 日公表の、当該第 1 回新株予約権付社債及び第 1 回新株予約

権の発行中止の決議日以降におきまして、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がめまぐるしく変化している等の理由により、当社におきましては、 

当該相手先との交渉が難航し、いまだ間接金融の目処が立っておりません。 

平成 20 年７月 30 日以降においても、資金調達に際し多様な資金調達手段を検討してまいりま

したが、間接金融による資金調達におきましては、現在でも継続して交渉・依頼を行っておりま

すが、未だ市況の不透明感からその貸出姿勢は厳格なものであり、現在の当社の脆弱な財務状況

からも、間接金融による資金調達は極めて困難な状況にあります。 

このような状況から、現在の当社において、選択できる資金調達手段といたしましては、直接

金融による調達に依拠せざるを得ない状況であります。 

平成 20 年８月 14 日公表の「平成 21 年３月期第 1 四半期決算短信」において、継続企業の前提

に関する注記に記載いたしました平成 20 年９月末日を期限とする物件担保による一年内返済予

定長期借入金 1,812,778 千円の返済につきましては、当該不動産２物件の売却に伴い、当該一年

内長期借入金を含む不動産担保融資の残債務368,600千円を長期返済に条件変更することを合意

し、平成 20 年８月末時点で実行いたしております。これにより、当社におきましては平成 20 年

９月末日を返済期限とする当該信用不安懸念は払拭されるものと認識しております。 

しかしながら、当社の財務状況は、現在におきましても予断を許さない状況にあり、今回の直
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接金融手段による資金調達は、現時点で当社に残された唯一の資金調達方法であるため、当社の

企業存続、また上場を維持し既存株主様の有する権利・利益を失することのない方法を他の選択

肢からも十分に憂慮した上でも、今回の方法・発行価額以外の資金調達は存在せず、大規模な希

薄化を伴うものではありますが、現時点の当社においては合理的であると判断いたしました。 

今回、第三者割当により発行される新株式及び第１回新株予約権の発行による資金調達を選択

した大きな要因といたしましては、当社の短期的な資金繰りにおける企業存続の危機的状況の解

消に向けた早急に必要とする資金の調達については、新株式の発行により確保し、短期的な資金

繰り難における状況を確実に解消及びＳＣリバイバルプランにおける継続的な財務体質の改善

を目的として、当該新株予約権の発行により調達することといたしました。なお、新株予約権の

発行の資金調達手段は、当社の現在の計画を上回る業績の推移によっては、行使時点の当社の財

務状況に合わせて、 小の行使量による調達を行い、行使に伴う希薄化を 大限考慮し、既存株

主様の不利益を 小限とするための唯一の手段であると判断し、発行を決議いたしました。 

資金調達が多様化する中で、既存株主様への配慮、当社の資金需要のタイミング等を総合的に

勘案して、新株式（第三者割当）による機動的な資金調達と、新株予約権（第三者割当）の発行

における、株式市場の動向を見据えながらコントロールのかなう資金調達を、併用選択するスキ

ームを選択することといたしました。 

これは、平成 20 年 10 月末日を期日とする借入金を滞りなく返済することによる金融機関への

信用維持、並びに財務体質改善のために充当する資金が急務であるため、当該資金に対しては新

株式の発行により充当する予定であります。また、平成 20 年 11 月以降に発生する借入金返済並

びに社債の償還、事業再構築の資金への充当を検討するうえにおいては、当社の営業活動によっ

て得られた資金により充当する可能性も考えられるため、適宜、調達額を調節し、既存株主様の

権利を 大限考慮できる新株予約権のスキームが当社にとって現時点における 良の選択である

と判断し、発行を決定いたしました。 

当社といたしましては、既存株主様に対しまして、株式増加による希薄化の影響を上回る企業

価値向上、また、安定収益基盤の確立による継続した収益計上によってお応えすべく、 善策を

講じてまいる所存であります。 

 

３．第１回新株予約権の商品性について 

（以下の内容については９月９日の発行決議における内容から変更はございません。） 

第１回新株予約権は 10,000,000 円の新株予約権 15 個から構成されており、全新株予約権が   

行使された場合に払い込まれる出資金総額は 150,000,000 円となっております。 

これは、現在の当社の時価総額においては極めて大きな比率であり、大規模な希薄化を伴う

恐れがあります。 

② 第１回新株予約権が一度に大量に行使された場合においても、大規模な希薄化を伴う恐れが

あります。 

③ 第１回新株予約権が行使されなかった場合、当社の時価総額に影響は無く、希薄化を伴う恐
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れはありません。しかしながら、資金調達面において当社への払込が実行されず、平成 20

年 11 月以降の支出予定の資金を確保できない状況に陥るため、今後の当社の財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。 

④ 第１回新株予約権はエクイティ・コミットメントライン型ではありませんが、行使請求場所

は当社経営管理本部となり、且つ、当社の同意なくして行使請求は承認されない条件におけ

る割当となっていることから、行使時期については、当社の意思を大きく影響させることが

可能であり、希薄化をある程度制限できる設計となっております。 

 

４．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） 

・新株式に係る調達資金                  49,996,800円 

・第１回新株予約権に係る調達資金            150,750,000円 

・発行諸費用         11,500,000円 

（新株式        3,000,000円   第１回新株予約権   8,500,000円） 

・差引手取概算額                         189,246,800円 

（新株式        46,996,800円   第１回新株予約権 142,250,000円） 

 

（２） 調達する資金の具体的な使途 

今回の資金調達における具体的な資金の使途は、①短期借入金の返済費用130,000千円、②金

融機関保証による社債の償還への充当資金20,000千円、③一時支出への充当資金39,246千円で

あります。 

 

①短期借入金の返済  130,000千円 

当該短期借入金の返済130,000千円に関しましては、平成20年10月末日を返済期日とした短期

借入金（30,000千円）、平成21年１月末日を返済期日とした短期借入金（10月末日20,000千円、

11月末10,000千円、12月末10,000千円、１月末60,000千円の４回にわたる分割返済の計100,000

千円）であります。 

平成20年10月末日を返済期日とした短期借入金（30,000千円）においては、直近の資金繰り

において、当該返済が急務となっているため、当該新株発行による資金を充当する予定として

おります。 

また、平成21年１月末日を返済期日とした短期借入金（10月末20,000千円、11月末10,000千

円、12月末10,000千円、１月末60,000千円の４回にわたる分割返済の計100,000千円）のうち、

短期借入金（10月末20,000千円）については、直近の資金繰りにおいて、当該返済が急務とな

っているため、当該新株発行による資金を充当する予定としております。短期借入金（11月末

10,000千円、12月末10,000千円、１月末60,000千円）については、今後当社において、営業活

動によって得られた資金において充当する可能性も考えられるため、当社の同意なくして行使
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請求は承認されない条件における第１回新株予約権の行使による資金調達において充当する予

定としております。 

当該新株式及び新株予約権を上記資金に充当することは金融機関への信用維持、並びに当社

の有する有利子負債額の減少による直接的な財務状況の改善に寄与し、手元流動性を高めるこ

とで、「ＳＣリバイバルプラン」を遅滞なく遂行し、また今後の当社の安定経営基盤の構築に

おいては必要不可欠な資金でありますので、その調達においては十分な協議を重ねた結果、今

回の資金調達において充当することといたしました。 

なお、新株予約権というスキームの性質上、割当先に行使されないリスクがあります。しか

し、割当先でありますOVE第２号投資事業組合との間において、当該状況の解消の重要性を十分

にご理解いただいた上での引き受けとなっており、当社と致しましては行使される可能性は高

いと考えております。 

 

②金融機関保証による社債償還への充当資金  20,000千円 

金融機関保証による社債の償還への充当に関しましては、平成21年２月（20,000千円）を償

還期日とした社債については、今後当社において、事業資金において充当する可能性も考えら

れるため、当社の同意なくして行使請求は承認されない条件における第１回新株予約権の行使

による資金調達において充当する予定としております。 

 

③一時支出への充当資金   39,246千円 

一時支出への充当資金として計上しております39,246千円については、現在、遂行中であり

ますＳＣリバイバルプランにおける突発的な一時支出や、一時的な資金繰りの悪化に対応する

資金に充当する計画であります。具体的にはリース物件の解約に伴う費用等の固定経費の削減

に係る支出及び運転資金に充当する予定であります。当該支出については、今後の取引先等と

の折衝の状況によって、その金額及び支出時期が変動することが想定されます。しかしながら、

早急なＳＣリバイバルプランの遂行上、必要不可欠な資金であることから、当社の同意なくし

て行使請求は承認されない条件における第１回新株予約権の行使による資金調達において充当

する旨を予定しております。また、当該資金は、今後の当社の営業活動によって得られた資金

を充当することで、新株予約権の行使による調達資金を充当しないことも考えられますので、

当該資金使途において、重要な変更が生じた場合には速やかに情報開示いたします。 
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（３） 調達する資金の支出予定時期 

[資金調達計画及び支出予定時期（単位：千円） 

 ～平成20年10月 ～平成20年11月 ～平成20年12月 

①に伴う資金 50,000 10,000(※) 10,000(※) 

②に伴う資金    

③に伴う資金  39,246 (※)  

合計 50,000 49,246 10,000 

 

 ～平成21年１月 ～平成21年２月 合  計 

①に伴う資金 60,000(※)  130,000 

②に伴う資金  20,000(※) 20,000 

③に伴う資金   39,246 

合計 60,000 20,000 189,246 

※  上記資金調達計画及び支出時期につきましては、株価及び割当予定先の環境変化、当社の営業によ

って得られた資金の金額等の状況により、行使状況が変わる可能性がございます。支出の内容に関

して、大幅な変更が生じた場合は確定次第、速やかに情報開示してまいります。 

 

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

上述のとおり、当社は、平成 20 年７月 30 日公表の、当該第 1 回新株予約権付社債及び第 1 回

新株予約権の発行中止の決議日以降におきまして、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がめまぐるしく変化している等の理由により、当該相手先

との交渉が難航し、いまだ間接金融の目処が立っておりません。平成 20 年７月 30 日以降におい

ても、資金調達に際し多様な資金調達手段を検討してまいりましたが、間接金融による資金調達

におきましては、現在でも継続して交渉・依頼を行っておりますが、未だ市況の不透明感からそ

の貸出姿勢は厳格なものであり、現在の当社の脆弱な財務状況からも、間接金融による資金調達

は極めて困難な状況にあります。平成 20 年 9 月 1 日公表の、不動産２物件についての売却が適

ったことにより、平成 20 年９月末日を返済期限とする信用不安懸念は払拭されるものと認識し

ており、収益の安定化と借入金返済による財務体質の改善についても順調に進めておりますが、

当社の短期的な財務状況は、現在においても危機的状況にあります。  

これら短期的に必要となっております資金につきましては、間接金融における資金調達が現在

の市況により成されなかったため、平成 20 年 10 月末日を期限とした短期借入金の返済について

短期的な資金繰りの逼迫が、金融機関に対しての信用維持並びに財務体質の改善、リバイバルプ

ランの遂行を妨げる要因となっております。 

今回、新株式及び新株予約権の発行による資金調達により、短期借入金の返済、社債償還への

充当、一時支出への資金に充当することを選択いたしましたが、これは金融機関に対しての信用

維持並びに財務体質の改善、ＳＣリバイバルプランの遂行によって、収益構造の安定化及び財務
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体質の健全化を図っていくためにも、必要不可欠な資金調達であります。また、今回のファイナ

ンススキームについては、新株式と新株予約権の併用を選択しておりますが、新株式については、

直近の資金繰りにおいて急務となっている資金に充当し、新株予約権については、今後当社にお

いて、営業活動によって得られた資金において、充当する可能性も考えられるため、当社の同意

なくして行使請求は承認されない条件における新株予約権を選択することで、当社の資金繰りの

状況について予断を許さない状況においても、希薄化をある程度制限できるスキームを選択いた

しました。 

当社といたしましては、既存株主様に対しまして、企業価値の向上を持ってお応えすべく、早

期での業績回復を達成するため全社一丸となって取り組んでおりますが、現状の当社に残された

唯一の手段であり、加えて、これら費用は今後の業績回復に向け必要不可欠な支出であるため、

今回の資金調達における資金の使途は合理的なものであると考えており、ご理解いただきたく存

じます。 

 

 

５． 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 3,429 4,972 3,431 

営 業 利 益 526 315 △470 

経 常 利 益 455 112 △713 

当 期 純 利 益 323 44 △706 

１株当たり当期純利益（円） 12,336 567 △8,979 

１株当たり配当金（円） 2,000 334 - 

１株当たり純資産（円） 33,839 11,180 1,867 

 

 

 

 

（２）現時点（当初行使価格）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 79,665 株 100％ 

現時点の行使価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
179,208 株 224.95％ 

下限値の行使価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
― ― 

上限値の行使価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
― ― 
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（注）平成20年９月25日現在で表示しております。 

 

（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者による新株式の発行 

発 行 期 日 平成 20 年 10 月 14 日 

調 達 資 金 の 額 49,996,800 円 （発行価額：1,116 円） 

募集時点における発行済株式数 79,665 株 

当該増資における発行株式数 44,800 株 

募集後における発行済株式数 124,465 株 

 

・第１回株式会社セイクレスト新株予約権（第三者割当） 

発 行 期 日 平成 20 年 10 月 14 日 

調 達 資 金 の 総 額 150,750,000 円 

発 行 価 格 新株予約権１個あたり 50,000 円 

発 行 新 株 予 約 権 15 個 

予約権１個当たりの付与株式数 8,960 株 

行 使 価 額 1,116 円 

行 使 期 間 平成 20 年 10 月 14 日から平成 21 年６月 13 日 

予約権行使による資金調達額 150,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 79,665 株 

募 集 時 に お け る 潜 在 株 式 数 134,408 株 

 

（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

近３年間のエクイティ・ファイナンスはありません。 

 

（５） 近の株価の状況 

 

 ① 近３年間の状況 

 平成 19 年３月期（※１） 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期（※２） 

始  値 353,000 円 40,700 円 5,300 円 

高  値 394,000 円 64,000 円 14,300 円 

安  値 36,950 円 5,180 円 900 円 

終  値 39,200 円 5,500 円 1,239 円 

※１ 平成 18 年 10 月１日 株式分割（普通株式１：３） 

※２ 平成 20 年９月 24 日現在の株価 

 

 



13 
 

 

 

② 近６か月間の状況 

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

始  値 13,000 円 5,300 円 7,810 円 7,300 円 4,440 3,270 

高  値 14,000 円 14,300 円 9,850 円 7,300 円 4,490 3,270 

安  値 5,180 円 4,980 円 7,100 円 4,350 円 2,380 900 

終  値 5,500 円 7,770 円 7,270 円 4,440 円 3,270 2,500 

 

③ 発行決議日の前日における株価 

 平成 20 年９月 24 日現在 

始  値 1,459 円 

高  値 1,459 円 

安  値 1,239 円 

終  値 1,239 円 

 

６．募集後の大株主及び持株比率  

募集前（平成 20 年３月 31 日現在） 募集後（潜在株式未反映） 

青木 勝稔 (41,700 株) 52.34％ OVE 第２号投資事業組合（44,800 株） 35.99％ 

渡邊 有司 (3,867 株) 4.85％ 青木 勝稔 (41,700 株) 33.50％ 

中山 諭 (3,806 株) 4.78％ 渡邊 有司 (3,867 株) 3.11％ 

青木 孝子 (3,000 株) 3.77％ 中山 諭 (3,806 株) 3.06％ 

ゴールドマン・サックス・インターナショナル (2,540株) 3.19％ 青木 孝子 (3,000 株) 2.41％ 

株式会社秋村組 (900 株) 1.13％ ゴールドマン・サックス・インターナショナル (2,540株) 2.04％ 

和田興産株式会社 (675 株) 0.85％ 株式会社秋村組 (900 株) 0.72％ 

小沢 敦 (420 株) 0.53％ 和田興産株式会社 (675 株) 0.54％ 

セイクレスト従業員持株会 (384 株) 0.48％ 小沢 敦 (420 株) 0.34％ 

矢口 彰 (354 株) 0.44％ セイクレスト従業員持株会 (384 株) 0.31％ 

（注）１．今回の第三者割当により発行される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、今回の第三者割当による第１回新株予約権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」を表示しておりません。 

２．各株主の保有株式数及び持株比率は、平成20年３月31日現在の数値に基づいています。 
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７．業績への影響の見通し 

今回実施する資金調達により、当該資金を短期借入金の返済、社債償還への充当、一時支出

への資金に充当することにより、金融機関に対しての信用維持並びに財務体質の改善、当社の

資金の手元流動性を計画通り確保することで、ＳＣリバイバルプランの遂行が成されるものと

考えております。 

今回の資金調達により、金融機関に対しての信用回復並びに財務体質改善、リース物件の解

約に伴う費用等の固定経費の削減に係る支出及び運転資金に充当していくことで、ＳＣリバイ

バルプランを遅滞なく進めることにより、平成20年８月14日付「特別損失の発生及び業績予想

（連結・個別）の修正に関するお知らせ」において公表しております、平成21年３月期の第２

四半期連結累計期間及び通期業績予想を達成していくと共に、翌期以降も継続して安定した収

益の向上を目指すためにも重要な資金調達でありますので、既存株主様にはご理解をいただき、

継続したご支援を賜りたいと存じ、お願いを申し上げる次第であります。 

なお、今回の資金調達及び今後の資金調達への備えにより、本年度における発行諸費用 

11,500千円の営業外費用計上を見込んでおります。 

 

８．発行条件等の合理性並びに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 

（１）第三者割当による新株式の発行価額及び第三者割当による新株予約権の行使価額の算出根拠 

第三者割当の新株式の発行価額及び第三者割当による新株予約権の行使価額につきましては、

当社の 近の株価動向を鑑み、当該増資にかかる取締役会決議の直前日の株式会社ジャスダ

ック証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の 終価格（1,239円）の90％とし、発行

価額を1株1,116円といたしました。 

 

（２）発行条件が合理的であると判断した根拠 

 当該新株式の発行につきましては、上記の当社における短期的な資金繰り状況における逼

迫した状況を解消するため、当該新株式の発行を行うことで、発行における払込金が全額な

され、上記の資金繰り状況を解決する 適の手段であることから、当該新株式の発行が合理

的であると判断いたしました。 

新株予約権の行使にあたっては当社の同意を持って行うことを当割当先と確認しており、 

当社の資金繰り状況における短期的な資金繰りにおける逼迫した状況及び長期的な資金繰り

における手元流動性の確保等、行使の量及び行使のタイミングを相当程度コントロールでき

るスキームとなっていることから、長期的な資金繰りにおける手元流動性の確保等を踏まえ、

新株予約権の発行が合理的であると判断いたしました。 

また、割当先につきましては、当社の現在の経営状況及び当社の既存株主様に対する考え方  

を充分にご理解いただいた割当先を選定しております。 

上記の当該新株予約権の特性を踏まえ、当該新株予約権の発行要項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ブラック・ショールズ方式を基礎として算定した結果
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を参考に、公募増資の場合の発行条件等との比較による検討結果を加味して、当該新株予約

権１個の払込金額を金10,000,000円としました。当該新株式及び新株予約権の諸条件（行使

価額時点における時価株価からのディスカウント率、払込金額、行使可能期間等）は、当社

の現在の経営状況並びに株価から勘案して妥当であり、当該資金調達が成されない場合、当

社企業存続は危機的状況に陥る可能性があることから、これら事象のリスクヘッジとしての

価値及び新株予約権者が負担するクレジット・コスト等も考慮した結果、合理的である判断

致しました。 

 

（３）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 

当該新株式及び新株予約権の発行に伴う株式数の増加数は、当該新株式の発行にて44,800株

増加、新株予約権の発行に伴う増加数（潜在株式数含む）134,408株、合計で179,208株となり、

①当社普通株式の過去１年間における平均月出来高8,907株に比して大量であることや、②当

社の発行済株式総数79,665株に対する割合が224.95％となることを考えると規模は極めて大

きくなりますが、以下のような事実に鑑み発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的である

と考えています。 

新株式の発行は、前述「調達する資金の具体的な使途」においてもご説明のとおり、当該新

株式の発行による調達資金を、短期的な借入金の返済に係る資金の不足分に充当する計画で

あります。これは、当社の今後の企業存続において、重要な信用維持に不可欠なものであり、

また、当社が全社一丸となって遂行しておりますＳＣリバイバルプランの柱となる財務体質

の健全化についても、有利子負債の圧縮を 優先課題の一つとして挙げております。新株式

の発行による資金調達は、一度に大規模な希薄化を伴うものでありますが、段階的に行使さ

れる新株予約権とは異なり、平成20年10月末日を返済期限とする借入金の返済に充てること

から、間接金融からの資金調達が短期的に非常に困難な現状において、新株式による資金調

達を除いて当該返済及び償還に充当することのできる資金調達方法はないと判断しておりま

す。また、新株式の発行は、希薄化を伴う資金調達方法ではありますが、現在の短期的な返

済及び償還の資金に逼迫している現状を鑑みて、企業存亡の危機を解消するための現段階に

おいて唯一の方法であると判断しております。 

新株予約権の発行及び行使による希薄化につきましては、当社の同意により割当先による行

使が可能となっており、当社の業績推移によってその行使に伴う希薄化を 大限考慮できる

と共に、当社の判断により新株予約権を取得することも可能となっております。今回の当該

新株予約権の行使により調達した資金の使途は、前述「調達する資金の具体的な使途」にお

いてもご説明のとおり直近の短期借入金並びに社債の返済資金等として計画しておりますが、

現在遂行しておりますＳＣリバイバルプランの進捗状況及び事業収益構造の改善状況により、

当該新株予約権の行使量を調整してまいりたいと考えております。このような状況から当該

新株予約権の発行数量及び株式の希薄化の規模は現時点において予測し難い状況であります

が、当社の現在の経営状況が企業存続の危機に瀕している現状を鑑みて 善かつ合理的な規
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模であると判断したものであります。また、全新株予約権の行使が成された場合においては、

当該借入金の返済及び社債の償還が遅延した場合には企業存続の重大な危機に瀕する状況と

なることから、全新株予約権の行使が成された場合であっても当該危機を回避するための施

策としては 善であり、かつ合理的であると判断したものです。 

 

９．第三者割当により発行される新株式及び第１回新株予約権の割当先の選定理由 

（イ）割当先の概要 

割当予定先の氏名又は名称 OVE 第２号投資事業組合 

本店所在地 東京都中央区日本橋人形町二丁目２番３号 

業務執行組合員 業務執行組合員 田中 玉子 割当予定先の内容 

出資金の総額 200,746,800 円 

当社の出資している

割当予定先の出資の

金額 

―― 

出資

関係 割当予定先が保有し

ている当社の株式の

数 

―― 

取引関係 ―― 

人的関係 ―― 

当社との関係 

その他の関係 
当社が委託する資本政策コンサルティング会

社及び当社の役員からの紹介。 

当該株券の保有に関する事項 ―― 
（ロ）割当先を選定した理由 

当社は今回の資金調達の割当先の選定に際しては、前述「２．本件スキームによる資金調

達を選択することとした理由」において説明の通り、多様な資金調達手段を検討してまいり

ました。 

多様な資金調達手段及び相手先を様々なチャネルを活用し模索する中、その中の１社とし

て当社役員及び当社が委託する資本政策コンサルティング会社からの紹介を受け、資金調達

に対する提案を頂戴しております。 

 平成20年７月14日公表の「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」のファイナンスについては、平成20年７月30日に中止することとなりま

したが、当該ファイナンスの際には、OVE第２号投資事業組合を割当先として選定しており

ました。 

当社におきましては、前回と同様に十分慎重に検討した上で、現在の当社の展開するビジ

ネスにおける将来の展望にご賛同いただき、且つ、企業継続不安の解消に向けた早急な資金
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調達に対する手段を持する相手先について、OVE第２号投資事業組合を再度割当先として選

定いたしました。 

また、当社の資金調達における既存株主様に対する考え方、発行の柔軟性を求めた考えに

も前回と同様に充分な理解を得られたことから、今回においても再度OVE第２号投資事業組

合を割当先として選定いたしました。 

同事業組合につきましては、当社の役員及び当社が委託する資本政策コンサルティング会

社からの紹介により交渉が始まり、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、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

とを確約されていること等を加味した上で、決定に至りました。 

なお、当該割当先については、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

だいたうえでの引受けでありますが、今回第三者割当による新株式及び第１回株式会社セイ

クレスト新株予約権を再度発行するに至った主因として、決議日以降の当社の株価の状況につ

きまして、９月８日の終値2,455円と比して、本日時点において株価1,055円（57.02％の下落）

となっていること、米国において大手証券会社が破綻したことに端を発する世界的な金融収縮、

新興市場及び日本の株式市場全体の株価状況が急変している等の状況が挙げられます。 

こういった状況は当社並びに割当先においても想定外の状況であり、現状の発行条件において

は引受けることは困難であり、また発行決議以降において、現状の不動産市況がさらに悪化して

いる等の理由により、割当先における不動産企業に対する投資マインドがやや消極的になってい

ることから、割当先が増資を引受ける唯一の方法として、平成20年９月９日開催の取締役会にお

いて発行を決議いたしました第三者割当による新株式及び第１回株式会社セイクレスト新株予

約権の発行の中止を本日決議し、同日付で新たに第三者割当による新株式及び第１回新株予約権

の発行を決議することとなりました。 

（注）本割当先は、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。 

 

（ハ）割当先の保有方針 

本新株式及び新株予約権について、当社と割当先との間で、継続保有及び預託に関する取

り決めはありません。 

また、本新株予約権については、その発行要項において、譲渡の際に当社取締役会の承認

が必要である旨が定められています。また、本新株式においては、割当先との間におきまし

て、払込期日（平成20年10月14日）より２年間において、当該割当新株式の全部又は一部を

譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、

譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。 
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（ニ）株券貸借に関する契約 

当社及び当社の大株主と上記の割当先との間において、株券貸借についての契約はありま

せん。 

 

（ホ）その他 

    新株式発行及び新株予約権に関連したその他契約はありません。 

以 上 
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（別紙 1） 

株式会社セイクレスト新株式（第三者割当） 

発行要項 

 

 

１． 発行新株式         当社普通株式 

２． 発行株式数         44,800株 

３． 払込金額          １株につき1,116円 

４． 払込金額の総額       金49,996,800円 

５． 増加する資本金の額     １株につき558円 

６． 増加する資本金の総額    金24,998,400円 

７． 増加する資本準備金の額   １株につき558円 

８． 増加する資本準備金の総額  金24,998,400円 

９． 申込期日                  平成20年10月14日 

10． 払込期日                  平成20年10月14日 

11． 割当先及び割当株式数 

第三者割当の方法により、OVE第２号投資事業組合に対し、全ての株式を割り当てます。 

12.  新株券交付日        平成20年10月14日（予定） 

13.  その他  

本新株式の発行については、金融商品取引法に基づく届出書の効力発生を条件とする。 
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（別紙２） 

第１回株式会社セイクレスト新株予約権（第三者割当） 

第１【募集要項】 

１【新規発行新株予約権証券 （第１回株式会社セイクレスト新株予約権証券）】  

（１）【募集の条件】 

発行数 15個 

発行価額の総額 金750,000円 

発行価格 １個につき50,000円 

申込手数料 該当事項なし。 

申込単位 １個 

申込期間 平成20年10月14日 

申込証拠金 申込単位１個につき50,000円 

申込取扱場所 株式会社セイクレスト 本社 経営管理本部  

払込期日 平成20年10月14日 

割当日 平成20年10月14日 

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 大阪中央支店 

（注）１ 取締役会決議年月日 

 平成 20 年９月 25 日開催の取締役会において発行の決議をしております。 

２ 申込の方法 

申込方法は申込期間内に申込取扱場所へ、申込証拠金を添えて申込することとします。 

３ 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。 

４ 申込証拠金には利息は付さず、また、申込証拠金は払込期日に新株予約権証券の払込金に振替

充当します。 

 

（２）【新株予約権の内容等】 

新株予約権の目的となる株式
の種類 

当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式
の数 

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 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 大整数となる。但し、下記（注）１により行
使価額が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。なお、本新株予約権の目的である当社普通株式の当初の総数は、
134,408株(新株予約権1個当たりの当初の割当株式数は8,960株)とする。 
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新株予約権の行使時の払込金
額 

本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数を算定するに

あたり用いられる当社普通株式１株あたりの価額（以下「行使価額」という。）

は、1,116 円とする。なお、行使価額は平成 20 年９月 24 日のジャスダック

証券取引所における当社普通株式の普通取引の当社株式終値からのディス

カウント率 10.0％（円単位未満四捨五入）とする。 

新株予約権の行使により株式
を発行する場合の株式の発行
価額の総額 

金 150,750,000 円 

ただし、下記（注）１のとおり調整されることがある。 

新株予約権の行使により株式
を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額 

１ 本新株予約権の行使により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円未満の端数が生じ

る場合はその端数を切り上げた金額とする。 

２ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

準備金の額は、本項第１号記載の資本金等増加限度額から本項第１号に

定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

新株予約権の行使期間 

平成 20 年 10 月 14 日から平成 21 年６月 13 日まで。 

ただし、行使期間の 終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を

行使期間の 終日とする。 

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 新株予約権の行使請求の受付場所 

株式会社セイクレスト 本社 経営管理本部  

２ 新株予約権の行使請求取次場所 

  該当なし。 

３ 新株予約権の行使請求の払込取扱場所 

  株式会社三井住友銀行 大阪中央支店 

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 
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自己新株予約権の取得の事由
及び取得の条件 

１ 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後

２ヶ月を超えない日に定められるものとする。）を別に定めた場合に

は、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部又は一部を取

得する。当社が本新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取

得する本新株予約権を決定するものとする。当社は、本新株予約権を

取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、

本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得し

た本新株予約権を消却するものとする。 

２ 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又

は株式移転（以下「組織再編成行為」という。）につき当社株主総会（株

主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、当該

組織再編成行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するの

と引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権１

個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取

得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

 

３ 本項第１号又は第２号により本新株予約権を取得する場合には、当社

は、当社取締役会で定める取得日の２週間前までに、当該取得日を、新

株予約権原簿に記載された本新株予約権の新株予約権者（本新株予約権

の一部を取得する場合は、当社取締役会が決定した本新株予約権の新株

予約権者）に通知する。 

新株予約権の譲渡に関する事
項 

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。 

代用払込みに関する事項 該当事項なし。 

 組織再編成行為に伴う新株予
約権の交付に関する事項 

該当事項なし。 

（注）１ 行使価額の調整及び株式の数の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当後、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「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

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 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行普通株式数  ＋  交付普通株式数 

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

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（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交付する場

合（但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引

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
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権付社債に付されたものを含む。以下本号において同じ。）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 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 

 調整後の行使価額は、当社普通株式の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てについて当社普通

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、これを適用する。 

③ 本項（4）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（4）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。） 

      調整後の行使価額は、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又は権利の全てが当初の条件で請求又は行使されて当社

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、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、これを適用する。 

      上記にかかわらず、請求又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又は権利が発

行された時点で確定していない場合は、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若しくは取得条項付株式又は新株予約権そ

の他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社

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乃至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、各取引の効力の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乃至③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
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株予約権を行使した新株予約権者に対しては、調整前行使価額により当該期間内

に交付された当社普通株式に加え、次の算出方法により得られた当社普通株式を

交付するものとする。 
 

(調整前行使価額 － 調整後行使価額) × 
調整前行使価額により当該期間内に交付

された当社普通株式数 
 

株式数＝ 
調整後行使価額 

 

         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る。 

 (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、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

捨てる。 

②  行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日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平均値（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位を切捨てる。 

③  行使価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、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。 

 (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、資本の減少、会社法第 762 条第１項に定められた新設分割、会社法第

757 条に定められた吸収分割、株式交換又は合併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又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複数の事由が相接して発生し、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、調整後の行使価額及びその適用開始日その

他必要な事項を、適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。 

２ 本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求あるときに限り記名式新株予約権証券を発行する。本新株予
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約権者は、本新株予約権について、無記名式の新株予約権証券の発行を請求することはでき

ない。 

３ 本新株予約権の行使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、（2）「新株予約権の内容等」に定める行使請求受

付場所（以下「行使請求受付場所」という。）においてこれを取り扱う。 

(2)  ①  本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める行使請求書（以下「行使請

求書」という。）に、行使しようとする本新株予約権を表示し、その行使に係る新

株予約権の内容及び数、新株予約権を行使する日等を記載して、これに記名捺印し

た上、行使可能期間中に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しようとする場合、行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の

行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を（2）「新株予約権の内容等」に定め

る払込取扱場所の指定の口座に振込むものとする。 

    ③  行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出した者は、その後これを撤回するこ

とはできない。 

(3) 本新株予約権の行使の効力は、行使に要する書類の全部（以下「行使書類等」という。）

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される金銭の

全額が本項第（2）号②に定める口座に入金された日又は本新株予約権を行使する日と

して行使請求書に記載された日のいずれか遅いほうの日（以下「効力発生日」という。）

に発生する。 

４ 株券の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

５ その他 

（1） その他本新株予約権の発行に関して必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 

（2） 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出書の効力発生を条件とす

る。 

(3)  会社法その他の法律の改正等により、本要項の規定中読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ずる。 

 

  

以  上 

 

 

 


