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平成２０年１０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（デット・エクイティ・スワップ） 

の発行及び第２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 10 月 24 日開催の当社取締役会において、下記のとおり現物出資（デット・エクイテ

ィ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）及び第２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、お知らせいたします。 

 

記 

１． ① 募集の目的及び理由 

当社は、平成 20 年 10 月 24 日開催の当社取締役会において、現物出資（デット・エクイティ・ス

ワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）及び第２回株式会社セイクレスト新株予約権の発行

を決議いたしました。 

調達資金については、新株式の発行と新株予約権をあわせて総額で 400,000 千円（400,000 千

円のうち、60,000 千円は当社に対する金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）に

よるものであるため、資金の調達はなし）を予定しており、平成 20年９月 25日公表の増資（「第

三者割当による新株発行及び第 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」

参照）の際に予定していた調達資金 189,246 千円、９月９日公表の増資（「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」参照）の際に予定し

ていた調達資金 189,251 千円、７月 14日公表の増資（「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」参照）の際に予定していた調達資金 232,500 千円と比して、

調達予定資金が大幅に増加しております。 

調達資金の増加分については、ＳＣリバイバルプランで事業を展開していく予定である住宅流通事

業への投資資本の原資として予定しております。当該資金については、①直接金融、②間接金融、③

営業活動により得られる資金のいずれかにおいて資金投下の原資を確保することを当初より計画し

ており、割当先との話し合いについては、７月 14日公表の増資（「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）」）の際より継続的に話し合いを重ねてきました。②間接金融においては、現在の
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当社の経営状況、並びに金融機関の不動産業界に対しての貸し出し姿勢の厳格化により、調達するこ

とは厳しい状況にあり、③営業活動により得られる資金においても、当社の現在の営業活動では当該

事業への資本の原資を確保できない状況がつづいております。こういった状況の中、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、約４ヶ月間の話し合いの中で、より当社の現在の経営方針、とりわけＳＣリバイバルプランの遅

延なき遂行が当社が、早期に収益基盤を回復することができる道筋であることを理解していただきま

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Ｓ

Ｃ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

と考えております。 

 

② 現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）を決議するこ

ととした理由 

当社は、直近の資金繰りにおいて企業存続が危機的状況にありました。こういった状況の中、平成

20 年 10 月末日を返済期日とする借入金について、平成 20 年９月に５千万円、平成 20 年 10 月に１千

万円の合計６千万円を、OVE第２号投資事業組合の組合員より借り入れを行いました。 

現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）については、

OVE第２号投資事業組合の組合員より借り入れた合計６千万円の当社債権をOVE第２号投資事業組合に

債権譲渡を行い、譲渡された６千万円について OVE 第２号投資事業組合を割当先とした現物出資（デ

ット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）を行うものであります。 

当社は、平成 20 年 10 月 14 日公表の「第三者割当による新株式の失権に関するお知らせ」にありま

すとおり、割当先であります OVE 第２号投資事業組合からの払込につきましては、払込期日である平

成 20年 10月 14日の払込の実行を予定しておりましたが、平成 20年９月 25日の発行決議日以降の当

社の株価推移、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理由により払込金の手当がつかず払込期日ま

でに払込が実行できない旨連絡を受け、払込がなされなかったことにより、当該第三者割当による新

株式の失権が発生いたしました。これにより、平成 20 年 10 月末までに返済予定の借入金返済に必要

な 50,000 千円の調達は厳しいものとなり、会社存続の危機となりました。 

こういった状況の中、当社におきましては借入先の OVE 第２号投資事業組合との交渉をおこない、

OVE 第２号投資事業組合に対する債務 60,000 千円については、現物出資（デット・エクイティ・スワ

ップ）による新株式の発行（第三者割当増資）により株式化することで合意いたしました。当該手法

は、借入金返済による有利子負債の圧縮と共に自己資本の増強を進め、財務体質の強化を図ることで、

当社の信用力の向上に寄与する等、当社の現在の経営状況を改善するうえにおいて最適な手法である

と判断いたしました。 

 

③ 第２回株式会社セイクレスト新株予約権の発行を決議することとした理由 

平成 20年 10 月 14 日公表の「第三者割当による新株予約権の払込完了に関するお知らせ」にありま

すとおり、第 1回株式会社セイクレスト新株予約権につきましては、平成 20 年 10 月 14 日に払込は完
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了いたしました。しかしながら、株式会社セイクレスト第１回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 24 日）のジャスダック証券取

引所における当社株式の終値（1,239 円）を参考にして 1,116 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 24日の終値

1,239円と比して、取締役会決議の直前日の時点において株価 425 円（65.69％の下落）となっている

状況であります。 

こういった状況の中、当社と割当先においては、株式会社セイクレスト第１回新株予約権の行使の

実現可能性について慎重に話し合いを重ね、今後当社の株価が回復せず株式会社セイクレスト第１回

新株予約権が行使されない場合、当社の資金繰りが悪化するリスク等を鑑みた結果、株式会社セイク

レスト第１回新株予約権が行使されない場合の代替策として、また、割当先との先般からの継続的な

話し合いにより、当社において現在遂行中のＳＣリバイバルプランで事業を展開していく予定である

住宅流通事業への投資について、当社が販売代理事業を長らく展開してきたことによる不動産情報の

地域別の属性分析力等情報等を活用し、既に売却済みのトライアル案件の戸建分譲物件については、

物件売却後お客様から多くの反響をいただいている実績と、現在においても戸建分譲事業をおこなう

ための土地について事業者から多くの優良な情報を得ている点を、割当先に評価していただいており

ます。また、当社が現在遂行中のＳＣリバイバルプランにおいて、当該事業の展開が当社の今後の不

動産業界においての位置づけを決定する重要な事業であることを十分に理解していただいたため、新

たに第三者割当による第２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、

本日開催の取締役会において第２回株式会社セイクレスト新株予約権の発行を決議いたしました。 

 

２． ① 現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）及び第２回   

株式会社セイクレスト新株予約権の発行に関するリスク情報について    

1.当該新株式及び新株予約権につきましては、すべて行使された場合本日時点における当社の定款

に定める授権枠 318,660 株に対して、総発行株式数が 1,079,665 株となり、当社の発行可能株式

総数の枠を超える数の株式の発行となっております。 

2. 第２回新株予約権は 10,000,000 円の新株予約権 34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 341,700,000 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、1066.97％の大規模な希薄化を伴う恐れがありま

す。 

3. 第２回新株予約権の行使がされない場合、当社は短期的な資金繰りの悪化により企業存続が難し

い状況に陥る可能性があります。 

4. 資金調達計画及び支出時期につきましては、株価及び割当先の当社への投資マインドが低下する

等の環境変化、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。 

5.臨時株主総会の開催時において、定款における授権枠の拡大が承認されない場合、第２回新株予

約権はすべて行使されず、当社は短期的な資金繰りの悪化により企業存続が難しい状況に陥る可
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能性があります。また、臨時株主総会開催日以前において、新株予約権が当社が想定していると

おりの個数が行使されない場合、当社が想定している発行可能株式総数に達しない可能性があり

ます。 

 

②事業等のリスクについて 

1.上場廃止基準の抵触について 

  当社は平成 20 年６月の上場時価総額が５億円未満となっており、ジャスダック証券取引所株券

上場廃止基準第２条第１項第３号に定める上場廃止基準に抵触しております。当社は平成 20 年９

月 22 日付でジャスダック証券取引所に、事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他ジャス

ダック証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を提出したため、猶予期間が９ヶ月に延長さ

れております。平成21 年３月末日までに毎月の月間平均上場時価総額及び期末上場時価総額が５

億円以上にならない場合には上場廃止となります。 

  また、第 19期第１四半期連結会計期間（自 平成 20年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日）に

おいて、当社は 1,190,885千円の債務超過となっており、平成 22年３月 31日までに当該債務超過

状態を解消できない場合には、ジャスダック証券取引所株券上場廃止基準第２条第１項第４号に抵

触し、上場廃止となります。 

 上場廃止となった場合には、当社の信用力の低下により取引規模及び取引先の与信管理等に影響を

及ぼす可能性があります。これにより、売上高及び業績予想利益の減少の可能性があり、また当該

減少により純資産額及び自己資本比率の低下の可能性があります。 

2.潜在株式数の増加について 

  平成 20 年 10 月 14日に発行した第１回株式会社セイクレスト新株予約権証券及び第２回株式会

社セイクレスト新株予約権証券の発行により、潜在株式が増加し１株当たりの希薄化がなされ、ジ

ャスダック証券取引所に上場する当社普通株式の株価が著しく下落する可能性があります。株価の

著しい下落により、今後の当社の資本政策等に影響を及ぼす可能性があります。 

   なお、本文中の将来に関する記載については、発行決議日（平成 20 年 10 月 24 日）現在におい

て当社が判断したものであります。 

     3.第１回株式会社セイクレスト新株予約権証券の発行について 

   当社は、平成 20 年 10 月 14 日付で、OVE 第２号投資事業組合に対して、第三者割当の方法によ

って第１回株式会社セイクレスト新株予約権証券を発行いたしました。当該新株予約権の行使に

より株式を発行する場合の発行価額の総額は 150,750,000 円であります。なお、発行決議日（平

成 20年 10月 24日）現在において、行使された当該新株予約権はありません。また、当該新株予

約権証券については、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値が著しく下落

していることから、発行決議日（平成 20年 10月 24日）現在において当該行使の可能性は極めて

低いと判断しております。 
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   4.第２回株式会社セイクレスト新株予約権証券の発行及び発行可能株式総数を超える潜在株式数に

ついて 

   当社は、平成 20年 10月 24日の取締役会において第２回新株予約権証券を発行する旨の決議を

行っております。当該決議の概要は次のとおりであります。 

   当該発行は、OVE第２号投資事業組合に対して、第三者割当の方法により行うものであり、新株

予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は、341,700,000 円であります。 

   なお、当社の発行可能株式総数は 318,660 株となっており、当該新株予約権証券における潜在

株式数は 850,000 株でありますので、発行可能株式総数を超過しております。これにより当該新

株予約権の行使に際し、発行可能株式総数を超過する場合には、当該行使ができない旨を定めて

おります。 

   5.保有資産のオフバランス化及び財務戦略による資金調達について 

 当社では、第 18 期有価証券報告書に記載された継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又

は状況の解消に向け、①事業の選択と集中、②不動産流動化事業の資金化、③販売用不動産の売

却を含めた保有資産のオフバランス化、④財務戦略による資金調達の４つを柱とした SCリバイバ

ルプランを現在実施しております。 

当該プランのうち「①事業の選択と集中」につきましては、第２回株式会社セイクレスト新株

予約権証券の発行により調達が見込まれる資金を、既存事業であり、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における土地等の取得費用に充当することによ

り、収益性の改善を早期に図ってまいります。「③販売用不動産の売却を含めた保有資産のオフバ

ランス化」につきましては、平成 20 年８月 28 日に当社保有の販売用不動産の一部を売却したこ

とにより、平成 20 年９月 30 日に返済期限が到来する当該販売用不動産に係る一年内返済予定長

期借入金 1,812,778 千円の一部返済に充当し、残債務 368,600 千円につきましては長期返済に条

件変更することを借入先の金融機関と同日合意しております。また、「④財務戦略による資金調達」

におきましては、平成 20年 10月 14日を申込期日及び払込期日とする第１回株式会社セイクレス

ト新株予約権証券及び新株式の発行により、調達する見込でありましたが、昨今の世界的な株価

下落の中、新株式の発行については払込がなされず、また第１回株式会社セイクレスト新株予約

権証券については払込があったものの、現時点において行使可能性が極めて低いことから、新た

に、第２回株式会社セイクレスト新株予約権証券を発行することを平成 20 年 10 月 24 日開催の取

締役会において決議いたしました。これにより、有利子負債を直接的に圧縮し、また債務超過状

態の解消を行うことにより、早期の財務体質の改善を図るものであります。 

 

   6.１株当たり純資産額及び当期純損失の希薄化について 

   平成 20年 10月 14 日に発行いたしました第１回株式会社セイクレスト新株予約権及び本新株式

の発行並びに第２回株式会社セイクレスト新株予約権の行使により、次のとおり希薄化する見込

みであります。 
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種類 株式数 
発行済株式数

に対する比率 
１株当たり純資産額 

１株当たり当期純損

失 

発行済株式総数 79,665株 100.00％ 1,867円56銭 8,979円30銭 

現時点の行使価額における

潜在株式と発行済株式の総

数 

1,213,113株 1,522.77％ 121円26銭 583円03銭 

 （注）１ 第１回株式会社セイクレスト新株予約権及び第２回株式会社セイクレスト新株予約権の行使

価額の調整により、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失は変動する可能性がありま

す。 

２ 株式数には自己株式 960株を含んでおり、１株当たり純資産額の算定は、自己株式を含まない

株式数によっており、第 18 期有価証券報告書における純資産の額から少数株主持分の額を調

整した額によっております。また、１株当たり当期純損失の算定は、第 18 期有価証券報告書

における当期純損失によっております。 

３ 第１回株式会社セイクレスト新株予約権及び本新株式の発行並びに第２回株式会社セイクレ

スト新株予約権の行使による純資産の増加額は、考慮しておりません。 

４ 現時点の行使価額における潜在株式と発行済株式の総数は発効決議日（平成 20 年 10月 24 日）

現在の行使価額によるものであります。 

  

３．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 

   今回、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）及び第

２回株式会社セイクレスト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、

借入金返済による有利子負債の圧縮と共に自己資本の増強による財務体質の強化の必要性から第三者

割当による新株式の発行を選択し、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。 

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、最善策を講じてま

いる所存であります。 

 

①現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行による資金調達を選択した理由 

当社は、直近の資金繰りにおいて企業存続が危機的状況にありました。こういった状況の中、平成

20 年 10 月末日を返済期日とする借入金について、平成 20 年９月に５千万円、平成 20 年 10 月に１千

万円の合計６千万円を、OVE第２号投資事業組合の組合員より借り入れを行いました。 

現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）については、

OVE第２号投資事業組合より平成20年 9月及び平成20年10月に借入をおこなった10月末日を返済期

日とする合計６千万円の当社債務について、平成 20 年 10 月 14日公表の「第三者割当による新株式の

失権に関するお知らせ」にありますとおり、割当先であります OVE 第２号投資事業組合からの払込に

つきましては、払込期日である平成 20 年 10 月 14 日の払込の実行を予定しておりましたが、平成 20
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年９月25 日の発行決議日以降の当社の株価推移、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理由により

払込金の手当がつかず払込期日までに払込が実行できない旨連絡を受け、払込がなされなかったこと

により、当該第三者割当による新株式の失権が発生いたしました。これにより、平成 20 年 10 月末ま

でに返済予定の借入金返済に必要な 50,000千円の調達は厳しいものとなり、会社存続の危機となりま

した。これにより、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行においては、借

入金返済による有利子負債の圧縮と共に自己資本の増強による財務体質の強化の必要性から、第三者

割当による新株式の発行を選択いたしました。 

 

  ②第２回株式会社セイクレスト新株予約権の発行による資金調達を選択した理由 

新株予約権（第三者割当）の発行においては、企画・販売代理事業における販売や、流動化事業に

おける販売用不動産の売却の状況等により当社の月別の資金繰りは大幅に変動する可能性があるため、

これらの状況を見据えながらコントロールのかなう資金調達を選択でき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 11 月以降に発生する借入金返済並びに社債の償還、住宅流通事業の資金への充

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最良の選

択であると判断し、発行を決定いたしました。 

また、当社が販売代理事業を長らく展開してきたことによる不動産情報の地域別の属性分析力等情

報等を活用し、既に売却済みのトライアル案件の戸建分譲物件については、物件売却後お客様から多

くの反響をいただいている実績と、現在においても戸建分譲事業をおこなうための土地について事業

者から多くの優良な情報を得ている点を、割当先に評価していただいております。また、当社が現在

遂行中のＳＣリバイバルプランにおいて、当該事業の展開が当社の今後の不動産業界においての位置

づけを決定する重要な事業であることを十分に理解していただいたうえで当該事業への資金投下につ

いてご賛同をいただいたため、新株予約権のスキームにより当該事業のための投下資金を調達するこ

ととなりました。 

 

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） 

・差引手取概算額                     328,950,000円 

・現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）に係る調 

達資金      

   当該増資は、当社に対する金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）によるも        

のであるため、資金の調達はございません。払込金額総額である60,000,000円の当社短期借

入債務が減少することになります。 

・第２回新株予約権に係る調達資金            341,700,000円 

・発行諸費用                 15,000,000円 
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－新株式         2,250,000円 

当該発行諸費用の内訳は、主として信託銀行等への代行手数料950,000円、目論見書等作成費

用550,000円、登記関連費用750,000円等であります。 

（※新株式の発行諸費用は、手元資金により充当するため差引手取概算額には含まない。） 

 －第２回新株予約権   12,750,000円 

当該発行諸費用の内訳は、発行時においては、主として信託銀行等への代行手数料2,950,000

円、目論見書等作成費用850,000円、仲介手数料7,500,000円（当該費用は行使状況に応じて発

生する見込みであります）、登記関連費用1,450,000円等であります。また、行使期間中にお

いては当該期間に継続して、信託銀行等への代行手数料620,000円等が発生する見込でありま

す。 

なお、発行諸費用の内訳については概算額であり、その内訳を詳細に把握することは現時点に

おいて不可能であるため、変動する可能性があります。 

 

（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30,000千円、③住宅流通事業への投資資金167,000千円、④一

時支出への充当資金1,950千円であります。 

 

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11月末を返済期限とした短期借入金

30,000千円、平成21年３月末日を返済期日とした短期借入金（12月末20,000千円、１月末30,000千

円、2月末20,000千円、3月末30,000千円の４回にわたる分割返済の計100,000千円）であります。 

当該借入金については、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第２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。 

 

②金融機関保証による社債償還への充当資金  30,000千円 

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、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２

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。 
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③住宅流通事業への投資資金  167,000千円 

住宅流通事業への投資資金167,000千円に関しましては、少額投資による回転率の高い事業である

戸建分譲事業において、土地仕入代金（100,000千円）、建築コスト（67,000千円）に充当する予定

としております。当該事業は、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、

販売代理事業との補完性を追及し、収益の改善を図ることが可能であります。 

また、当社が販売代理事業を長らく展開してきたことによる不動産情報の地域別の属性分析力等

情報等を活用し、既に売却済みのトライアル案件の戸建分譲物件については、物件売却後お客様か

ら多くの反響をいただいている実績と、現在においても戸建分譲事業をおこなうための土地につい

て事業者から多くの優良な情報を得ている点を、割当先に評価していただいております。また、当

社が現在遂行中のＳＣリバイバルプランにおいて、当該事業の展開が当社の今後の不動産業界にお

いての位置づけを決定する重要な事業であることを十分に理解していただいたうえで当該事業への

資金投下についてご賛同をいただいたため、当該資金へと充当する予定としております。 

 

④一時支出への充当資金   1,950千円 

一時支出への充当資金として計上しております1,950千円については、現在、遂行中でありますＳ

Ｃ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。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２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。 

（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11月 ～平成20年12月 ～平成21年１月 

①に伴う資金 30,000(※) 20,000(※) 30,000(※) 

②に伴う資金  10,000(※)  

③に伴う資金  65,000(※) 15,000(※) 

④に伴う資金    

合計 30,000 95,000 45,000 
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～平成21年２月 ～平成21年３月 合  計 

①に伴う資金 20,000(※) 30,000(※) 130,000 

②に伴う資金 20,000(※)  30,000 

③に伴う資金 15,000(※) 72,000(※) 167,000 

④に伴う資金  1,950 (※) 1,950 

合計 55,000 103,950 328,950 

※  上記資金調達計画及び支出時期につきましては、株価及び割当先の当社への投資マインドが低下す

る等の環境変化により、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、直ち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 

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

接金融による資金調達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完了したことにより、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た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。 

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。 

 

① 現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）により債務を

株式化する合理性に関する考え方 

新株式については、借入金返済による有利子負債の圧縮と共に自己資本の増強を進め、財務体質の

強化を図ることで、当社の信用力の向上に寄与する等、当社の現在の経営状況を改善するうえにおい

て最適な手法であると判断いたしました。これらは直近の危機的な資金繰りを改善するために必要不

可欠な支出であるため、当該新株式の発行がなされなかった場合、当社が倒産の危機に瀕する状況等

を鑑みた結果、今回の新株式の発行（第三者割当増資）により債務を株式化することは合理的なもの

であると考えております。 

 

② 第２回株式会社セイクレスト新株予約権の発行により調達する資金使途の合理性に関する考え方 
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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

いたしました。 

今回、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、住宅流通事業への投資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るため、当該新株予約券が行使

されなかった場合、当社が倒産の危機に瀕する状況等を鑑みた結果、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ます。 

 

５．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近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 
134,408 株 168.72％ 

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 
― ― 

現時点における定款で定めてい

る発行可能株式総数 
 318,660 株 

 

（注）平成20年10月24日現在で表示しております。 
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（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・新株式（デット・エクイティ・スワップ） 

発 行 期 日 平成 20年 11 月 10 日 

調 達 資 金 の 額 

当社に対する金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）

によるものであるため、資金の調達はなし。 

発行価額総額：60,000,000円 （発行価額：400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 150,000 株 

募集後における発行済株式数 229,665 株 

 

・第２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 11 月 10 日 

調 達 資 金 の 総 額 341,700,000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 34 個 

予約権１個当たりの付与株式数 25,000株 

行 使 価 額 400 円 

行 使 期 間 平成 20年 11 月 10 日から平成 21年６月９日 

予約権行使による資金調達額 340,000,000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 850,000 株 

 

（４） 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・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 

調達資金の額 150,750,000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 当初の転換価格（1,116 円）における潜在株式数 134,408株 

現時点における行使状況 行使済株式数  0 株 

（残高 150,000,000円、行使価額 1,116円） 

当初の資金使途 短期借入金の返済及び社債の償還等 

支出予定時期 平成 20年 10 月から平成 21年３月まで 

現時点における充当状況 現時点において行使された新株予約権はありません。 
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（５）最近の株価の状況 

 ① 最近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 410 円 

高  値 394,000 円 64,000円 430 円 

安  値 36,950円 5,180円 391 円 

終  値 39,200円 5,500円 425 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 10 月 23 日現在の株価 

 

 

② 最近６か月間の状況 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

始  値 5,300円 7,810円 7,300円 4,440円 3,270円 3,020円 

高  値 14,300円 9,850円 7,300円 4,490円 3,270円 3,280円 

安  値 4,980円 7,100円 4,350円 2,380円 900 円 960 円 

終  値 7,770円 7,270円 4,440円 3,270円 2,500円 1,090円 

 

③ 発行決議日の前日における株価 

 平成 20年 10 月 23 日現在 

始  値 410 円 

高  値 430 円 

安  値 391 円 

終  値 425 円 
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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） 募集後（潜在株式反映） 

青木 勝稔 (41,700株) 52.34％ 
OVE 第２号投資事業組合

（150,000 株） 
65.31％ 

OVE 第２号投資事業組合

（1,134,408株） 
93.44％ 

渡邊 有司 (3,867 株) 4.85％ 青木 勝稔 (41,700株) 18.16％ 青木 勝稔 (41,700株) 3.43％ 

中山 諭 (3,806株) 4.78％ 渡邊 有司 (3,867 株) 1.68％ 渡邊 有司 (3,867 株) 0.32％ 

青木 孝子 (3,000 株) 3.77％ 中山 諭 (3,806株) 1.66％ 中山 諭 (3,806株) 0.31％ 

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) 1.31％ 

青木 孝子 (3,000 株) 
0.25％ 

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) 
1.11％ 

ゴールドマン・サックス・インター

ナショナル (2,540 株) 
0.21％ 

和田興産株式会社 (675

株) 
0.85％ 株式会社秋村組 (900株) 0.39％ 

株式会社秋村組 (900株) 
0.07％ 

小沢 敦 (420 株) 0.53％ 
和田興産株式会社 (675

株) 
0.29％ 

和田興産株式会社 (675

株) 
0.06％ 

セイクレスト従業員持株会 

(384 株) 
0.48％ 小沢 敦 (420 株) 0.18％ 

小沢 敦 (420 株) 
0.03％ 

矢口 彰 (354 株) 0.44％ 
セイクレスト従業員持株

会 (384 株) 
0.17％ 

セイクレスト従業員持株

会 (384 株) 
0.03％ 

（注）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。 

 

７．業績への影響の見通し 

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、住宅流通事業への投

資資金、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15,000千

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（デット・エクイティ・スワップ）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 
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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

社の最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最終価格425円を5.9％（円単位未満四捨五入）ディス

カウントし、発行価額を1株400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財務状況における逼迫した状況

を解消するため、当該新株式の発行し、 OVE第２号投資事業組合に対する債務の株式化を行うこ

とで、借入金返済による有利子負債の圧縮と共に自己資本の増強を進め、財務体質の強化を図るこ

とで、当社の信用力の向上に寄与する等、当社の現在の経営状況を改善するうえにおいて最適な手

法であることから、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、

ブラックショールズ方式と株価変動率を考慮した算定方式は、当社の株価が乱高下している状況下

においては算定式としては適切でないため、他社事例での設定条件、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、合理的であると判断致しました。 

 

 

（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 

現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行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150,000株増加、新株予約権の発行に伴う増加数（潜在株

式数含む）850,000株、合計で1,000,000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1255.25％

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。 

 

①新株式（（デット・エクイティ・スワップ）） 

現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行は、ＳＣリバイバルプランの一環



16 
 

として、借入金返済による有利子負債の圧縮と共に自己資本の増強を進め、財務体質の強化を図る

ことで、当社の信用力の向上を図るべく、第三者割当による新株式の発行を実施することといたし

ました。また、当該手法は、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、有利子負債の圧縮をおこなうことにより貢献するものと考えて

おります。現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行により借入金返済をお

こなうことで、有利子負債の圧縮することは、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。 

 

①第２回新株予約権 

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最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、当該調達による資金を調達できなかった場

合、当社が倒産の危機に瀕する可能性が高い状況を鑑みた結果、合理的な規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最善であり、かつ合理的であ

ると判断したものです。 
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９．第三者割当により発行される新株式及び第２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 

設立根拠等 民法 
割当予定先の内容 

出資金の総額 402,450,000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 
第１回株式会社セイクレスト新株予約権 15個 

取引関係 
現在、当社は割当予定先から 60,000,000 円の借

入があります。 

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。 

（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９月25日公表の「第三者割当による新株発行及び第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」のファイナンスについては、平成20年10月14日に新株式の発行に

ついては失権、新株予約権については払込完了となりましたが、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。 

今回においても、現状当社の経営状況が悪化している状況において、当社への投資について 

賛同いただき 、企業継続不安の解消に向けた早急な資金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
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たうえでの引受けでありますが、今回新たに第三者割当による新株式（デット・エクイティ・ス

ワップ）の発行及び第２回株式会社セイクレスト新株予約権を発行するに至った主因として、10

月14日の新株式の失権、新株予約権の払込完了日以降の当社の株価の状況につきまして、９月24

日の終値1,239円と比して、取締役会決議の直前日の時点において株価425円（65.69％の下落）

となっている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、当社と割当先においては、株式会社セイクレスト第１回新株予約権の行使の実現可能

性について慎重に話し合いを重ね、今後当社の株価が回復せず株式会社セイクレスト第１回新株

予約権が行使されない場合、当社の資金繰りが悪化するリスク等を鑑みた結果、株式会社セイク

レスト第１回新株予約権が行使されない場合の代替策として、また、割当先との先般からの継続

的な話し合いにより、当社において現在遂行中のＳＣリバイバルプランで事業を展開していく予

定である住宅流通事業への投資について賛同していただいたことを背景に、新たに第三者割当に

よる第２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、本日開催の

取締役会において第２回株式会社セイクレスト新株予約権の発行を決議することとなりました。 

なお、当社の割当先であるOVE第２号投資事業組合については、当該事業組合に関与する資本

政策コンサルティング会社へのヒアリング、及び当社委託の専門の調査会社から、暴力団等反社

会的勢力と関係している事実はないことを確認しております。 

（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。 

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11月10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。 

 

（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         150,000株 

３． 払込金額          １株につき400円 

４． 払込金額の総額       金60,000,000円 

５． 増加する資本金の額     １株につき200円 

６． 増加する資本金の総額    金30,000,000円 

７． 増加する資本準備金の額   １株につき200円 

８． 増加する資本準備金の総額  金30,000,000円 

９． 申込期日                  平成20年11月10日 

10． 払込期日                  平成20年11月10日 

11． 割当先及び割当株式数 

第三者割当（現物出資）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11月10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２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２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 34個 

発行価額の総額 金1,700,000円 

発行価額 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11月10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11月10日 

割当日 平成20年11月10日 

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 大阪中央支店 

割当先 OVE第２号投資事業組合 （新株予約件の個数：34個） 

（注）１ 取締役会決議年月日 

 平成 20 年 10 月 24 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。 

５ 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係等は P17に記載のとおりです。 

 

（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（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、
850,000株(新株予約権1個当たりの当初の割当株式数は25,000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、400 円とする。なお、行使価額は平成 20 年 10 月 23 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 5.9％（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 341,700,000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 11 月 10 日から平成 21年６月９日まで。 

ただし、行使期間の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を

行使期間の最終日とする。 

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 

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発 

行可能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。 
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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

当該払込期間最終日とする。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株券を交付しない。 

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 

 

 

 


