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第三者割当による第９回新株予約権の発行に関するお知らせ 
 

当社は、平成21年12月14日開催の取締役会において、第三者割当による第９回新株予約権の発行

について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

                      

記 

 

 

第９回新株予約権の発行 

１.募集の概要 

（１）発行期日                      平成 21 年 12 月 30 日（水） 

（２）新株予約権数の総数                         400 個 

（３）発行価額                 本新株予約権 1個当たり 2,800 円 

（４）当該発行による潜在株式数                  153,846,000 株 

（５）調達資金の額                        800,000,000 円 

（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1個当たり 2,000,000 円）           

（６）行使価額                          1 株当たり 5.2 円 

（７）募集又は割当方法（割当先） 

第三者割当の方法により BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED に 250 個、株式会社 NETBANCO に

150 個を割当てる。 

（８）その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行株式に関する必要な内容 

   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の効力発生を条件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名  株式会社サハダイヤモンド 

代表者名  代表取締役社長 今野 康裕 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８９８） 

問合せ先   

 役職・氏名 取締役ブライダルジュエリー事業部長

 亀井 晃 

電  話  ０３－３８４６－２０６１ 



 

  

本報道発表文は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類す

る行為のために作成されたものではありません。 

 
－2－ 

 

２.募集の目的及び理由 

（１）募集の目的 

当社は、昭和 31 年創業以来、ダイヤモンドを主力商品とした数々の宝飾品を販売してまいりまし

たが、その販売チャネルを平成 20 年度より卸売業から小売業へシフトし、３年の事業計画に基づい

て、店舗による販売及びインターネットによる販売を２本柱とした業務運営を推進するとともに財務

体質の改善に努めてまいりました。 

しかしながら、当社の属する宝飾業界を取り巻く環境は、消費マインドの急激な落ち込みに加え、

価格競争も激化しており、大変厳しい経営環境となっております。 

こうした経営環境の中、明確な事業計画ができていなかったにも拘わらず、５期連続の連結当期純

損失に終止符を打つべく、小売事業における売上高の拡大と当社期末決算の黒字転換達成を目的とし

て、当社は、平成 20 年８月４日付で「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）」の発行をしてしまいました。  

その後、当社は、今後の資金ニーズについて、市場の株価を考慮しながら、他の資金調達及び資金

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回新株予約権の払込日時点の上場株式数の 10％以上の新株予約権の行使を行うべきでないという

見解の運用を図ろうとしてまいりましたが、当初予定しておりました資金調達計画が当社の急激な株

価下落及び当社の見込みの甘さにより、予定通りに行使が進まない状況であり、当初の資金調達から

大幅に遅れました。さらに、当社は、現在第８回新株予約権の発行日時点の上場株式数の 10％を超え

ない株式数では１ヶ月に 18 百万円の資金調達しか望めない状況であり、当初ここまでの株価下落を予

想しておりませんでした。 

そのため、当社は、小売事業を構築する中で、手許キャッシュ不足を補う目的で商品在庫及び平成

21 年３月 31 日付「固定資産の譲渡及び特別損失の発生に関するお知らせ」にて公表のとおり、所有

不動産の売却に加え、管理業務コストの徹底した削減に努めてまいりましたが、手許キャッシュ不足

を補い続けるには限界があり、資金繰りを圧迫しております。 

また、当社は、平成16年３月期より継続的な純損失を計上しており、平成21年３月期連結会計年度

の業績は、売上高は2,484百万円（前年同期比26.3％減）、営業損失1,782百万円(前連結会計年度は1,388

百万円)、経常損失2,300百万円(前連結会計年度は1,553百万円)、純損失は2,688百万円(前連結会計年

度は4,975百万円)となっております。その他、キャッシュ・フロー面では、営業活動によるキャッシ

ュ・フローでもマイナスとなった他、現金及び現金同等物の残高についても、前連結会計年度末と比

較し、449百万円減少しており、平成21年９月30日時点では11百万円となっております。 

このような状況により、当社は、現在、継続企業の前提に重要な疑義が存在しており、これらを早

期に解消し、収益基盤の確保を図るために有効な資金調達の手段を講じる必要に迫られております。 

今回の第９回新株予約権の発行は、平成20年７月17日付「行使価額修正条項付第８回新株予約権（Ｍ

Ｓ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」にて公表の１.ブライダルジュエリー事業、２. e-ショップ事業（インターネット販売）、３.宝飾

事業、４.ダイヤモンド事業、５.資源開発事業、６.海外事業を見直し検討した上で、この事業計画に

ついては第８回新株予約権の資金調達が上記記載のとおり、予定通りに行使が進まない状況であるこ

とから、今後の計画の検討を行った上で、一部廃止し、当社の現在進めているブライダルジュエリー

事業、e-ショップ事業（インターネット販売）及びダイヤモンド事業に当社の事業を絞り、事業存続

を図るために必要となる資金を調達する目的としており、併せて、第８回新株予約権（ＭＳワラント）

の全部取得・消却を行う予定でおります。 

また、当社は、平成 22 年３月期第２四半期以降の業績から考えると現時点では、手許流動資金 91

百万円が不足しており、ブライダルジュエリー事業では仕入れ代金 10 百万円、広告費 20 百万円、賃

貸料 21 百万円、支払手数料 20 百万円、税事公課 9百万円、e-ショップ事業（インターネット販売）

では、仕入れ代金 11 百万円となっており、今回の資金調達が行えない場合は平成 21 年 12 月で企業存

続ができない状況となります。 

今回の資金使途についてでありますが、まず、ブライダルジュエリー事業では現在の収支状況から

考えると手許キャッシュを捻出できない状況が続いていることから、喫緊の資金として平成 21 年 12

月の運転資金（仕入れ代金・広告費・支払手数料・賃貸料等）80百万円、平成 22 年 1 月から平成 22

年２月までの運転資金（仕入れ代金・広告費・支払手数料・賃貸料）として 50百万円を必要としてお

り、本新株予約権の割当先である BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED から平成 21 年 12 月 30 日付で行
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使の実行をして頂く旨口頭にて確約を得ており、現状を乗りきることが可能となり、平成 22年３月以

降の運転資金（仕入れ代金・広告費・賃貸料・支払手数料）として 210 百万円にも充当し、企業存続

を図りたいと考えております。 

次に、当社の e-ショップ事業（インターネット販売）においては、喫緊の資金として平成 21 年 12

月の仕入れ代金として 11 百万円、平成 22 年１月から平成 22 年２月の仕入れ代金として 20 百万円を

必要としております。平成 22 年３月以降の仕入れ代金としては 60 百万円を必要としております。 

この理由としては、現在、当社は、手許キャッシュが不足しており、商品の仕入れができないため、

売上げの増加を図ることが出来ない状況となっております。今後、当社はこのままでは e-ショップ事

業（インターネット販売）を当社の主力事業としてできない状況となり、再び運転資金不足に陥る可

能性があります。したがって、当社は、本新株予約権の行使を受けて、平成 22 年２月から平成 22 年

10 月についても仕入れ代金を調達し、売上の循環を図ってまいりたいと考えております。 

また、ダイヤモンド事業についてでありますが、当社は、サハ共和国新研磨工場を新しく建設する

ことで、ポリッシュダイヤの処理量増強を図る計画で、現在の生産量6,000ctであるところを10,000ct

程度まで増産することが可能となります。既に新研磨工場建設資金として 1,500 百万円を支出してお

り、今後、新研磨工場の建設資金を支払えなかった場合、建設仮勘定が減少し、財務状況が悪化し、

当社は、債務超過に陥ってしまうことから、企業存続が危ぶまれることとなります。当社は、サハ共

和国新研磨工場の建設資金を調達しようと、資金の借入れ、在庫の処分等にて資金を捻出しようとし

てまいりましたが、これらによる資金調達は実現せず、サハ共和国新研磨工場建設資金の支払いを延

長している状況が続いております。 

したがって、既存工場の稼働量を高め原石販売を開始するには、平成22年1月以降のサハ共和国研磨

工場の運転資金（人件費）として37百万円が必要であり、その上で、残りの新研磨工場建設資金とし

て、平成22年６月までに260百万円を支払います。 

その他、平成21年12月30日付で本新株予約権の払込み及び行使が実行されることを条件として、第

８回新株予約権の取得・消却費として27百万円を充当する予定でおります。 

そのため、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は 後まで検討を重ねてま

いりましたが、現状、喫緊の手許流動資金及び中期的に必要となるキャッシュを調達することが困難

であり、 終的に第三者割当による第９回新株予約権にて資金調達する手段しかありませんでした。 
また、当社は、本件資金調達を行えない場合、平成 21 年 12 月 30 日に 91 百万円の資金ショートす

ることとなり、継続企業として存続できない状況となります。 

本来、当社は、当該規模の第９回新株予約権の発行を行う場合には、広く株主の意見を集約する方

法として、当該資金調達を議案に織り込んだ株主総会を開催し、一般株主の判断を求める方法も検討

しておりましたが、当社の現在の資金繰りから考えると株主総会開催の費用が捻出できない状況であ

ること及び割当先の交渉に時間を要してしまったことから、この時期に株主総会の開催を行うための

日程を本新株予約権の発行をスケジュールに組み込んだ場合、株主総会を行わないケースと比較し約

１ヶ月間延長することとなり、平成 21 年 12 月 30 日の資金需要に間に合わず、企業存続を優先するこ

とが既存株主の保護に繋がると考え株主総会の開催を行わない判断をしております。 

なお、当社は、経営陣から独立した第三者機関である松本税理士事務所に意見書をいただき、当該

規模の第９回新株予約権の必要性及び相当性に関する客観的な意見書をいただいております。 

 

（２）計画の内容 

当社は、今後、平成 22年 11 月までには月次の売上高を 124 百万円まで伸ばしたいと考えておりま

す（平成 21 年 11 月売上高 54 百万円）。また、当社は、徹底した経費削減及び人員削減を平成 22 年３

月までに実施し、平成 23 年４月までに手許キャッシュをプラスにするために平成 22 年 10 月まで下記

①から③までの３事業に取り組みたいと考えております。 

 

①ブライダルジュエリー市場は、少子化・晩婚化などにより縮小傾向にありますが、他業種に比べ景

気の影響を受けづらい業界であり、現在、注目されている市場であります。当社は、ブライダルジュ

エリー店舗として、東京都中央区銀座のバージンダイヤモンド銀座本店をはじめ、大阪市中央区心斎

橋、仙台市青葉区中央、名古屋市中区栄に４店舗に出店しております。当社としては、今後、現状の

４店舗を維持し、その後、徹底した経費削減及び人員削減を平成 22 年３月までに月間 1百万円程度の

圧縮を考えており、新規出店は行わずに現状の店舗において、お客様に喜んでいただける仕掛け作り
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とインターネットを利用しての販売網を増やした上で、過去の実績を勘案し、平成 22 年 11 月には売

上高 41 百万円に増加したいと考えております。（平成 21 年 11 月売上高 21 百万円、平成 22 年 11 月売

上目標 41 百万円） 

 

②当社は、e-ショップ事業（インターネット販売）において、日本 大のインターネット・ショッピ

ングモール「楽天市場」の中に「プリンセスガールズ楽天市場店」、「バージンダイヤモンド銀座」、「ア

クアジュエリー」、自社サイトでは「プリンセスガールズ」、「THE BEST SURPRISE」を展開し、様々な

顧客層を取り込みながら、小売業へ専念邁進する体制が整っております。今後は徹底した経費削減及

び人員削減を平成 22 年３月までに月間で 1百万円程度の圧縮を考えており、当該資金調達で商品の仕

入れを平成22年10月まで行い、売上の循環を図るとともに平成22年11月の売上高につきましては、

61 百万円まで伸ばすことを考えております。（平成 21 年 11 月売上高 31 百万円、平成 22 年 11 月売上

目標 61 百万円） 

 

③当社の海外子会社である公開型株式会社サハダイヤモンド（ロシア）は、ダイヤモンド原石の市場

価格が悪化していたことから原石加工による販売を控えておりましたが、現在、原石価格及び為替が

回復の兆しを見せはじめており、ダイヤモンド原石の加工による販売を平成21年10月より再開してお

ります。 

また、平成21年12月のサハダイヤモンド旧研磨工場の稼働率は50％であるものを平成22年９月の新

研磨工場の稼働に向けて人員及び稼働率を増やす予定でおり、増産体制を確立することで平成22年11

月までの稼働率を90％にしたいと考えております。 

平成 21 年 11 月の売上高は 1.5 百万円ですが、平成 22 年 11 月までには原石加工による販売を 21

百万円までに伸ばしたいと考えております。（平成 21 年 11 月売上高 1.5 百万円、平成 22 年 11 月売

上目標 21.5 百万円） 

 

なお、新株予約権の特徴は権利行使者の判断によるものでありますが、上記記載のとおり、①、②

③の順で優先順位をつけて、充当する予定であります。 

また、上記記載のとおり、当社の柱である３事業を存続させるため、第９回新株予約権の実行で事

業の継続を図りたいと考えており、今後は徹底した経費削減及び人件費の圧縮並びに人員削減等で経

費の圧縮を実施し、平成 22 年 11 月以降の運転資金につきましては、依然として平成 22年 11 月時点

では手許キャッシュがプラスに転じないと予想されることから、在庫処分等で賄うことを考えており、

増資を行わない計画であります。 

 

（３）第三者割当による第９回新株予約権の発行を選択することとした理由 

今回の第９回新株予約権の資金調達に際しては、当社としては、新株式だけの発行を含めて資金調

達を検討してまいりましたが、新株式の払込みの確実性について、当社として充分に確認することが

できず、割当先との交渉を続けた結果、割当先の意向を踏まえ、本新株予約権の発行を決定するしか

ありませんでした。 

なお、新株式発行に伴う株式の希薄化が新株予約権で順次権利行使されることにより、急激な株式

の希薄化が抑制されると同時に第８回新株予約権（2,105,997,894 株）の全部取得・消却と併せた発

行であり、第９回新株予約権（153,846,000 株）と比較した潜在株式数は 1,842.09％から 134.56％と

なります。 

 

（４）内在するリスク要因 

 今回の第９回新株予約権の発行に関して当社に内在するリスクは以下のとおりであります。 

①希薄化による株主への影響について 

第９回新株予約権をすべて実施した場合の発行株式数は153,846,000株であり、平成21年12月14日現

在の当社発行済株式総数114,326,137株の134.56％に相当いたします。 

既存株主におかれましては第９回新株予約権が実施された場合には株式価値の希薄化が生じるリス

クがあり、第９回新株予約権が急激に行使された場合、大幅な希薄化が生じ株式価値が下がるリスク

があります。 

②株価下落に関するリスク 
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 第９回新株予約権 153,846,000 株を 5.2 円で発行するため、大量の株式による潜在株式が発生する

こととなり、市場価額が下落する原因となるリスクがあります。 

 

③資金調達に関するリスク 

第９回新株予約権の割当先である BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED 及び株式会社 NETBANCO は、第

９回新株予約権の払込み及び行使について、第９回新株予約権の払込みについては確約書を得ている

ものの、行使については確約書を得ておらず、前向きな姿勢でありますが、割当先の経営状況の悪化

等何らかの要因で予定通りに払込み及び行使が行われないリスクがあります。 

但し、平成 21 年 12 月には喫緊の資金が必要であることから、BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED

より、平成 21 年 12 月 30 日の払込み日には少なくとも 91 百万円の行使をして頂く旨口頭にて内諾を

得ており、行使の実行があった場合、速やかにお知らせいたします。 

 

④事業継続ができないリスク 

第９回新株予約権の払込みと行使について、予定通りに払込みと行使が行われない場合、事業継続

ができないリスクがあります。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

第９回新株予約権の発行 

払込価額             1,120,000 円 

予約権行使による資金調達額    800,000,000 円 

発行に係る費用概算額        46,120,000 円 

（有価証券届出書作成費用 1,000,000 円、新株予約権評価算定費用 1,000,000 円、アドバイザリー

費用 40,000,000 円、登記登録費用等 4,120,000 円） 

差引手取概算額          755,000,000 円 

（注）発行諸費用の内訳ついては概算額であり、変動する可能性があります。 
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（２）調達する資金の具体的な使途 

第９回新株予約権 

具体的な使途 金額 支出予定時期 

仕入れ代金 10 百万円 

広告費 20 百万円 

賃貸料 21 百万円 

支払手数料 20 百万円 

予定納税 9 百万円 

平成 21 年 12 月 

仕入れ代金 10 百万円 

広告費 10 百万円 

賃貸料 16 百万円 

支払手数料 14 百万円 

平成 22 年 1月～

平成 22 年２月 

仕入れ代金 8 百万円 

広告費 18 百万円 

賃貸料 12.5 百万円 

支払手数料 12 百万円 

平成 22 年３月～

平成 22 年４月 

 

 

仕入れ代金 9 百万円 

広告費 16 百万円 

賃貸料 12.5 百万円 

支払手数料 18 百万円 

平成 22 年５月～

平成 22 年６月 

 

 

仕入れ代金 11 百万円 

広告費 14 百万円 

賃貸料 12.5 百万円 

支払手数料 18 百万円 

平成 22 年７月～

平成 22 年８月 

 

仕入れ代金 12 百万円 

広告費 12 百万円 

賃貸料 12.5 百万円 

①ブライダルジュエリー事業 

 

運転資金 

 

支払手数料 12 百万円 

平成 22 年９月～

平成 22 年 10 月 

 

仕入れ代金 11 百万円 平成 21 年 12 月 

仕入れ代金 20 百万円 

 

平成 22 年１月～

平成 22 年２月 

仕入れ代金 14 百万円 平成 22 年３月～

平成 22 年４月 

仕入れ代金 

 

13 百万円 

 

平成 22 年５月～

平成 22 年６月 

仕入れ代金 

 

15 百万円 平成 22 年７月～

平成 22 年８月 

② e‐ショップ事業 

（インターネット販売） 

     

運転資金 

   

仕入れ代金 

 

18 百万円 平成 22 年９月～

平成 22 年 10 月 

110 百万円 平成 22 年 1月～

平成 22 年２月 

100 百万円 平成 22 年３月～

平成 22 年４月 

サハ共和国新研磨工場建設資金

50 百万円 

 

平成 22 年５月～

平成 22 年６月 

人件費 

 

6 百万円 平成 22 年１月～

平成 22 年２月 

③ダイヤモンド事業 

 

運転資金 

 

人件費 

 

7 百万円 平成 22 年３月～

平成 22 年４月 
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人件費 

 

7 百万円 平成 22 年５月～

平成 22 年６月 

人件費 8 百万円 平成 22 年７月～

平成 22 年８月 

人件費 

 

9 百万円 平成 22 年９月～

平成 22 年 10 月 

④第８回新株予約権取得・消却費 27 百万円 平成 21 年 12 月 

第９回新株予約権の調達資金は新株予約権の性質上、割当先の判断によることから、調達金額及びそ

の使用時期を正確に計画することは困難でありますが、上記記載のとおり充当する予定であります。 

 

４.調達する資金使途の合理性に関する考え方  

当社は、創業以来行ってまいりました宝飾品の卸売事業から脱却し、相対的に利益率の高い小売事

業への転換を図り、今年度は小売２年目と位置づけて積極的な業務運営を推進しております。 

しかしながら、当社の平成 22 年３月期第２四半期までの業績から考えると現時点では手許流動資金

が不足している状況が続いており、本件資金調達を行えない場合、企業存続が危ぶまれ、株主の利益

を損なうこととなってしまうことから、当該資金調達の実施により、当社が業績の回復を果たし、下

落した株価の回復を図るためには、今回の第９回新株予約権の実施が必要であり、その後、徹底した

経費削減及び人員削減を実行することによって、当社の財務体質が強化され、企業存続が可能となり

ます。 

また、ブライダルジュエリー事業につきましては、平成 21 年 12 月から平成 22 年 10 月の期間につ

いても仕入れ代金、広告費、賃貸料、支払手数料に充当することとしておりますが、これにつきまし

ては、本件資金調達ができない場合、事業活動を継続できないこととなりますので合理性があるもの

と考えております。 

なお、e-ショップ事業（インターネット販売）では仕入れ代金として平成 21年 12 月から平成 22

年 10 月の期間についても充当することとしておりますが、これにつきましては、仕入れ代金を調達す

ることによって、今までは仕入れをすることができず売上が伸び悩んでおり、この事業が成立しない

場合はさらにコストがかさみ、企業存続ができないこととなりますので合理性があるものと考えてお

ります。 

さらに、サハ共和国新研磨工場建設資金として、平成 22 年１月から平成 22 年６月までに充当する

こととしておりますが、今後、新研磨工場の建設資金を支払えなかった場合、建設仮勘定が減少し、

財務状況が悪化し債務超過に陥ってしまうことから、企業存続が危ぶまれることとなりますので合理

性があるものと考えております。 
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５.発行条件等の合理性 

（１）発行価額の算定根拠 

第９回新株予約権の発行価額及び行使価額の算定方法につきましては、平成21年12月14日開催の

取締役会において、次のとおり決定しております。 

第９回新株予約権の発行価額につきましては、第９回新株予約権の発行要領及び第三者割当て契約

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モンテカルロ・シミュレーションを基

礎として算定した結果に、当社普通株式の市場売買高、当社のクレジット・スプレッド等を加味して

、割当先と交渉した結果、双方の合意に基づき、新株予約権の発行により企図される目的が達成され

る限度で公正な価格であると判断した本新株予約権 1個当たりの払込金額を 2,800 円といたします。  

また、第９回新株予約権の行使価額は、平成 21 年 11 月 12 日から当該増資に係る取締役会決議の前

営業日（平成 21 年 12 月 11 日）までの 1ヶ月間の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通

株式の終値の平均値（5.71 円）に対して、本新株予約権の行使価額は、1株につき 5.2 円（ディスカ

ウント率 9.0％）といたします。 

 

（２）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 

当社は、平成 18 年 10 月以降、第４回新株予約権をはじめとして、既往の新株予約権により資金調

達を実施する予定でおりました。しかしながら、これら資金調達は、ファイナンス計画に基づき都度

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、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ました。 

今回の第９回新株予約権（153,846,000 株）の発行は、第８回新株予約権（2,105,997,894 株）の全

部取得と消却を併せて行う予定であります。具体的には、潜在株式数は 1,842.09％から 134.56％とな

り大幅に減少することとなります。 

 しかしながら、今回のファイナンスにより株式の希薄化が生じることには変わらず、合理的な発行

であるとまではいえない状況であります。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、継続企業の前提に関しても疑義が生じている状況であることから、今回の規模の

増資が必要であることから、当社の経営判断として合理的であると考えております。 
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６．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要                     （平成 21 年 12 月 14 日現在） 

① 商号 BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED 

② 本店所在地 
Sea Meadow House, Blackburne Highway,Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands  

③ 設立根拠等 英領バージン諸島国際法に準拠して設立された法人 

④ 代表者の役職・氏名 Director Chau Chun Ho 

⑤ 事業内容 投資業 

⑥ 資本金の額 US$ 1.00 

⑦ 設立年月日 平成 16 年７月２日 

⑧ 発行済株式数 1 株 

⑨ 事業年度の末日 該当事項はありません。 

⑩ 従業員数 3 名 

⑪ 主要取引先 該当事項はありません。 

⑫ 主要取引銀行 ＨＳＢＣ 

 

⑬ 
大株主及び持株比率 Chau Chun Ho 100％ 

名称 TwentyFour 株式会社 

所在地 東京都中央区京橋 2-11-5 

代表者の役職・氏名 代表取締役 前田 まゆみ 

事業内容 コンサルタント事業 

⑭ 

 

 

国内代理人の概要 

 

 
資本金 1,000 万円 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
 

⑮ 

上場会社と 

割当先の関係等 
関連当事者へ 

の該当状況 
該当事項はありません。 

直近３年間の経営成績及び財務状態 
⑯ 

Offshore company の為決算はありません。 
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① 商号 株式会社 NETBANCO ※ 

② 本店所在地 東京都新宿区西新宿 7-23-10 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 金 学敏 

④ 事業内容 事業投資、インターネットコミニュティの運営 

⑤ 資本金の額 322 百万円 

⑥ 設立年月日 平成 18 年２月２日 

⑦ 発行済株式数 8,000 株 

⑧ 事業年度の末日 ２月末日 

⑨ 従業員数 9 名 

⑩ 主要取引先 株式会社ウェヴマネー、ニフティ株式会社 

⑪ 主要取引銀行 三井住友銀行 

⑫ 大株主及び持株比率 
朴 峻弘（Joon H.Park） 79.2％    

金 学敏          3.8％ 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 ⑬ 
上場会社と 

割当先の関係等 
関連当事者へ 

の該当状況 

該当事項はありません。 

⑭ 直近３年間の経営成績及び財務状態 

決算期 平成 19 年２月期 平成 20 年２月期 平成 21 年２月期 

純資産 276 百万円 80 百万 0百万円

総資産 605 百万円 572 百万円 529 百万円

１株当たり純資産（円） 90,203.18 26,328.86 123.84

売上高 91 百万円 191 百万円 148 百万円

営業利益 △300 百万円 △183 百万円 △72 百万円

経常利益 △308 百万円 △195 百万円 △70 百万円

当期純利益 △358 百万円 △195 百万円 △80 百万円

１株当たり当期純利益（円） △117,126.75 △6,387.31 △26,205.02

１株当たり配当金（円） ― ― ―

※平成21年９月28日に株式会社ハイファイブ・エンターテインメントから商号を変更しております。 

 

（２）割当先を選定した理由  

①BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED   

当社は、平成 20 年８月４日に発行いたしました第８回新株予約権(ＭＳワラント)の現在の割当先で

ある EBANCO HOLDINGS LIMITED に第８回新株予約権の権利行使のお願いをしてまいりましたが、当社

の急激な株価下落により、行使価額を下回っている状況が続いていることから、新たに複数の投資家

と接触を重ね多様なご提案を頂いておりました。その中で、企業マネジメントに関する業務をされて

いる TwentyFour 株式会社が直接当社に来社し、今回のファイナンスについて提案を受けるとともに

BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED の紹介を受けました。TwentyFour 株式会社が BILLION MASTER 

HOLDINGS LIMITED の紹介をした経緯は、TwentyFour 株式会社の社員と BILLION MASTER HOLDINGS 

LIMITED の Director Chau Chun Ho 氏は古くからの知人であり、BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED

は、当社グループがロシアにおいて日本で唯一ダイヤモンドの研磨工場を運営していることに深く共

感し、当社の財務状況及び事業方針並びに今後の事業展開について深くご理解を頂いております。 

また、当社は、払込期日における払込みとその後の行使についても確実に実行して頂く口頭での確

認を行うとともに払込みを履行する確約書を頂いていること、加えて、BILLION MASTER HOLDINGS 
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LIMITED は、平成 16 年７月２日会社設立後、５年以上投資事業を継続しており、過去シンガポールに

おいて不動産事業における投資実績がある旨口頭により確認を了していることから、当社としては、

BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED が確実に払込みを履行されるものと判断しております。 

BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED は保有目的が純投資であることから、当社の経営に介入する意

思がないことを確認した上で、決定に至りました。 

なお、平成 21 年 12 月には喫緊の資金が必要であることから、BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED

より、平成 21 年 12 月 30 日の払込み日には少なくとも 91 百万円の行使をして頂く旨口頭にて内諾を

得ており、行使について、実行されることが明らかになり次第、速やかにお知らせいたします。 

 

②株式会社 NETBANCO 

第９回新株予約権 150 個の割当先である株式会社 NETBANCO は、第８回新株予約権(ＭＳワラント)

の現在の割当先である EBANCO HOLDINGS LIMITED からご紹介を受けました。 

 本日付の「第８回新株予約権（ＭＳワラント）（第三者割当）の全部取得及び消却に関するお知ら

せ」にて公表のとおり、第８回新株予約権の消却を交渉する中で EBANCO HOLDINGS LIMITED の CEO Joon 

H.Park 氏（朴峻弘）からご紹介を受けました。 

株式会社 NETBANCO はインターネットコミニュティ運営及び事業投資を専門としており、朴峻弘氏 

が株式会社 NETBANCO の大株主であり、当社の e‐ショップ事業（インターネット販売）におけるジュ

エリー販売に深く共感し、当社の財務状況及び事業方針並びに今後の事業展開について深くご理解を

いただいております。また、払込期日における払込みとその後の行使についても確実に実行していた

だく旨口頭にて内諾をいただいております。 

なお、保有目的が純投資であることから、当社の経営に介入する意思がないことを確認した上で、

決定に至りました。 

さらに、当社は、上記割当先であるBILLION MASTER HOLDINGS LIMITED及び株式会社NETBANCOから確

認書の受領により反社会的勢力と関係のないことの確認を行うとともに、第三者機関である民間調査

会社に調査を依頼し、反社会的勢力と一切関係のないことを当社として確認いたしました。 

 

（３）割当先の保有方針 

本割当予定先である BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED 及び株式会社 NETBANCO 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９回新株予約権の譲渡は行いません。また、第９回新株予約

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ります。 

 

（４）株券貸借に関する契約 

当社は、割当先との間で、今回当社が発行する新株予約権の割当に関する契約を除き、当社と割当

先との間において締結した重要な契約はありません。 
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７．募集後の大株主及び持株比率                  

募集前（平成 21 年９月 30 日現在） 第９回新株予約権 行使後 

宗教法人慈照会 8.90% BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED 35.85%

EBANCO HOLDINGS LIMITED 5.60% 株式会社 NETBANCO 21.51%

MLPFS CUSTODY ACCOUNT  4.78% 宗教法人慈照会 3.42%

株式会社ダイヤモンド工芸 1.74% EBANCO HOLDINGS LIMITED 2.15%

河野信夫 1.70% MLPFS CUSTODY ACCOUNT  1.83%

有限会社太晃  1.54% 株式会社ダイヤモンド工芸 0.67%

屋久哲夫 1.10% 河野信夫 0.65%

有限会社桜書房 1.09% 有限会社太晃  0.59%

千葉浩 1.05% 屋久哲夫 0.42%

権東容秀 1.02% 有限会社桜書房 0.41%

（注）募集後の内容につきましては、平成 21 年９月 30 日現在の所有株式数に基づき算出した持株比

率を記載しております。 

 

８．今後の見通し  

平成 21 年 11 月 12 日付公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に変更はありません。 

また、当社の第三者割当による第９回新株予約権の発行における平成 23 年３月期以降の業績への影

響については、手許流動資金の確保により企業存続が可能となり、その後、徹底した経費削減及び人

件費の圧縮並びに人員削減等での経費圧縮を図り、収益の改善を目指してまいります。 

 

９． 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 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

売上高 3,486 3,372 2,484

営業利益 △965 △1,388 △1,782

経常利益 △959 △1,553 △2,300

当期純利益 △1,659 △4,975 △2,688

1 株当たり当期純利益(円) △164.65 △256.23 △92.47

1 株当たり配当金(円) ― ― ―

1株当たり純資産(円) 748.36 224.43 44.02
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（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 21 年 12 月 14 日現在） 

種    類 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数      114,326,137 株         100％

現時点の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 

2,121,899,544 株             1856.00％

下限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 

     ―               ―

上限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 

     ― ―

（注）1.第７回新株予約権の未行使株式数は 15,901,650 株 (行使価額 74.7 円)であります。 

2.第９回新株予約権の未行使株式数は 2,105,997,894 株 (行使価額 9円)であります。 

 

（３） 近の株価の状況 

① 直近３年間の状況 

 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

始 値 25 円 800 円(注) 121 円 

高 値 30 円 800 円 154 円 

安 値 8 円 98 円 9 円 

終 値 9 円(注) 118 円 11 円 

（注）平成 19 年３月 31 日付で 100 株を 1株とする株式併合を行ったことに伴い、平成 19 年３月期 

の終値は、株式併合前の株価で記載しております。また、平成 20 年３月期の始値は株式併合 

後の株価を記載しております。 

 

② 近６ヶ月間の状況 

 21 年６月 21 年７月 21 年８月 21 年９月 21 年 10 月 21 年 11 月 

始 値 10 円 10 円 9 円 9円 8円 7 円

高 値 13 円 10 円 9 円 11 円 8 円 8 円

安 値 9 円 7 円 8円 7円 5円 5 円

終 値 10 円 8 円 9円 7円 6円 5 円

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成 21 年 12 月 11 日現在 

始  値 7 円

高  値 7 円

安  値 6 円

終  値 7 円
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（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 第４回新株予約権 

発行期日 平成 18 年 10 月 24 日 

調達資金の額 6,036 百万円 

募集時点における発行済株式数 972,657,884 株(注) 

募集時における潜在株式数 15,000,000 株(注) 

現時点における行使状況 30,000,000 株(注) 600,000,000 円 

行使期間 平成 18 年 10 月 24 日～平成 21 年 10 月 31 日 

募集時における割当先 株式会社サハ資源開発事業団、グリーン・キャピタル株式会社 

 

当初の資金使途 

 

①Ｍ＆Ａ資金        4,100 百万円 

②新店舗開設資金           500 百万円 

③運転資金               1,236 百万円 

④発行諸費用等             200 百万円 

支出予定時期 ①平成 18年 11 月～平成 21 年 ３月 

②平成 19 年 ４月～平成 19 年 10 月 

③平成 18 年 11 月～平成 21 年 10 月 

④平成 18 年 10 月～平成 21 年 10 月  

現時点における充当状況 1.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。 

2.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。 

3.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。 

（注）平成 19 年３月 31 日付で 100 株を 1株とする株式併合を行っておりますが、「募集時点におけ

る発行済株式数」等の株式数は、併合前の株式数で記載しております。 
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② 第５回新株予約権 

発行期日 平成 19 年３月 30 日 

調達資金の額 5,649.6 百万円 

募集時点における発行済株式数 10,676,578 株(注) 

募集時における潜在株式数 7,290,000 株(注) 

現時点における行使状況 8,880,000 株（注）1,520,256,000 円 

行使期間 平成 19 年４月２日～平成 21 年３月 31 日 

募集時における割当先 ブリッツ インベストメント パートナーズ ＬＬＣ 

当初の資金使途 

 

①Ｍ＆Ａ資金 (田崎真珠株式会社) 3,700 百万円 

②運転資金                 1,749.6 百万円 

③発行諸費用等                    200 百万円 

支出予定時期 平成 19 年４月～平成 21 年３月 

現時点における充当状況 1.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。 

2.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代として 630 を充当しております。 

3.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。 

（注）平成 19 年３月 31 日付で 100 株を 1株とする株式併合を行っておりますが、「募集時点におけ

る発行済株式数」等の株式数は、併合後の株式数で記載しております。 

 

③ 第６回新株予約権 

発行期日 平成 19 年６月 25 日 

調達資金の額 1,815 百万円 

募集時点における発行済株式数 10,676,433 株（注） 

募集時における潜在株式数 7,290,000 株 

現時点における行使状況 890,408 株 151,369,360 円 

行使期間 平成 19 年６月 25 日～平成 20 年２月 29 日 

募集時における割当先 平成 19 年３月 31 日現在の全株主 36,654 名 

当初の資金使途 ①ダイヤ原石購入資金 

②店舗開設資金 

③発行諸費用等 

支出予定時期 平成 19 年６月～平成 20 年２月 

現時点における 

充当状況 

1.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。 

2.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。 

（注）募集時における発行済株式数には、自己株式 134 株は含まれておりません。 
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④ 第７回新株予約権 

発行期日 平成 20 年３月 26 日 

調達資金の額 1,332 百万円 

募集時点における発行済株式数 20,446,986 株 

募集時における潜在株式数 17,290,000 株 

現時点における行使状況 1,000,000 株 132,000,000 円 

行使期間 平成 20 年４月１日～平成 22 年３月 25 日 

募集時における割当先 サハ投資事業有限責任組合 

当初の資金使途 ①直営店舗開設資金    750 百万円 

②e-ショップ事業資金    300 百万円 

③運転資金        252 百万円 

④発行諸費用等       30 百万円 

支出予定時期 平成 20 年４月～平成 22 年３月 

現時点における充当状況 1.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。 

2.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。 

 

⑤ 第８回新株予約権（ＭＳワラント） 

発行期日 平成 20 年８月４日 

調達資金の額 20,000 百万円 

募集時点における発行済株式数 21,446,986 株 

募集時における潜在株式数 当初の行使価額（116 円）における潜在株式数：172,413,793 株（注）

現時点における行使状況 126,212,451 株 1,046,000,000 円 

行使期間 平成 20 年８月４日～平成 22 年８月３日 

募集時における割当先 Zeus Advisors (Cayman) 

当初の資金使途 ①ブライダル事業の全国展開として 1,440 百万円 

②e-ショップ事業の強化・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 

支出予定時期 平成 20 年８月～平成 22 年８月 

現時点における充当状況 1.平成 20 年９月にバージンダイヤモンド名古屋本店の新店舗開設資

金の費用として 10 百万円を充当しております。 

2.平成 20 年９月から平成 21 年５月の間に e-ショップ事業の広告・

宣伝費として 324 百万円を充当しております。 

3.平成20年 10月に株式会社スカイワードの株式取得資金として160

百万円を充当しております。 

4.平成 20 年 11 月にバージンダイヤモンド名古屋本店の新店舗工事 

費用として 30 百万円を充当しております。 

5.平成20年12月から平成21年11月にサハ共和国新研磨工場建設資

金として 522 百万円を充当しております。 

（注）1.第８回新株予約権は、行使価額修正条項付のため現在、行使価額は 9円、潜在株式数は

2,105,997,894 株に変更されております。 

2.平成 21 年 12 月 30 日付で当社が全部取得及び消却する予定であります。 

 

10.本取引は、親会社との取引に該当しません。 

 

以 上 
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株式会社サハダイヤモンド第９回新株予約権 

（発行要領） 

１. 新株予約権の名称 株式会社サハダイヤモンド第９回新株予約権  

２. 目的となる株式の種類及び数 

(１)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する。 

(２)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行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。）する数は、153,846,000 株

（本新株予約権 1個当たりの目的である当社普通株式の数（以下「割当株式数」という。）は 384,615

株）とする。但し、本項第(３)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的であ

る株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。 

(３)①当社が第 10.項の規定に従って行使価額（第９.項第(１)号に定義される。）の調整を行う場合 

には、割当株式数は次の算式によって調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行 

使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1株未満の端数は切 

り捨てる。 

調整前割当株式数 × 調整前行使価額  

調整後割当株式数＝

 調整後行使価額 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10.項に定める調整前行使価額及び 

調整後行使価額とする。 

②調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 10.項第(２)号及び第(５)号による行  

使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

③割当株式数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理由、調整 

前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに 

本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前期の通知を行うことができないとき 

は、適用の日以降速やかにこれを行う。   

３. 本新株予約権の総数                                       400 個   

４. 各本新株予約権の払込金額           本新株予約権 1個当たり金 2,800 円  

５. 本新株予約権の払込金額の総額                   金 1,120,000 円  

６. 申込期日                               平成 21 年 12 月 30 日（水） 

７. 割当日及び払込期日                         平成 21 年 12 月 30 日（水） 

８. 募集の方法及び割当先 第三者割当の方法により BILLION MASTER HOLDINGS LIMITED に 250 個、

株式会社 NETBANCO に 150 個を割当てる。 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式 1株当たりの払込金

額（以下「行使価額」という。）は、5.2 円とする。 

(２)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1個につき 2,000,000 円とする。 

10. 行使価額の調整 

(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。 

交付株式数 × 
1 株当たりの 

払込金額 
既発行 

株式数 

 

＋
時 価 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行株式数  ＋  交付株式数 

 

 (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。 

別紙 
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①本項第(４)号②に定める時価を下回る払い込み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

、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て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本項第(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

項第(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。但し、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株予約権を行使

した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、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。但し、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、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目に始

まる 30 取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を除く。）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（気配表示を含む。）の平均値とする。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株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）が
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ある場合はその日、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）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。また、本項第２号②の基準日における当社の有する

当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

(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、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社

とする株式交換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事由が 2つ以上相接して発生し、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の日その他必要な事項を、

適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行

うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

11. 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 21 年 12 月 30 日から平成 23 年 12 月 29 日 

（但し、第 13.項各号に従って本新株予約権が取得される場合、取得される本新株予約権につい

ては、取得のための公告がなされた日の 1日後）までとする。なお、行使期間 終日が営業日で

ない場合はその前営業日を 終日とする。 

12. その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

13. 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

(１)当社は、当社が吸収合併による消滅並びに株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社と

なることを当社の株主総会で決議し、当該株式交換又は株式移転の効力発生日以前の取締役会に

おいて本新株予約権を取得する日を定めた場合、会社法 273 条第 2項の規定に従って通知又は公

告したうえで、かかる取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を発行価額(1

個当たり 2,800 円)で取得することができる。 

(２)当社は、取締役会が、発行価額と同額で本新株予約権を取得することを決議した場合は、当社取

締役会で定める取得日の 2週間以上前までに通知又は公告したうえで、かかる取得日に、その時

点において残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額(1 個当たり 2,800 円)で取得するこ

とができる。一部を取得する場合は、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

14. 新株予約権の取得事由 

    本新株予約権者は、平成 21 年 12 月 30 日以降、その選択により、当社に対して当該新株予約権の

取得希望日から 5営業日前までに事前通知を行い、かつ当社の定める請求書に取得を請求しよう

とする新株予約権を表示したうえ、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印し、第 20.項に定

める行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」という。）に提出することにより、いつでも、

その保有する本新株予約権の全部または一部を、本新株予約権 1個当たり 2,700 円で取得するこ

とを当社に対して請求する権利を有する。 

15. 新株予約権の譲渡制限 

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。 

16. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する 

事項 

(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

17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)

記載の資本金等増加限度額から本項第(１)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

17. 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本新株予約権証券を発行する。 
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18. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

(１)当社は、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価、本新株 

予約権及び買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュ 

レーションによる算定結果を参考に、本新株予約権 1個の払込金額を 2,800 円とした。 

さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき行使価額は、平成 21 年 11 月 12 日から当該

増資に係る取締役会決議日の前営業日(平成21年 12月 11日)までの1カ月間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終値の平均値(5.71 円)に対して、本新株予約権の行使価

額は 1株につき 5.2 円（ディスカウント率 9.0％）とした。 

19. 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、行使請求受付場所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、その行使に係る本新株予約権の内容及び数

、本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第 21 項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に発

生する。 

20. 行使請求受付場所        株式会社サハダイヤモンド 本社管理部 

21. 払込取扱場所         株式会社りそな銀行 上野支店 

22. その他 

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

(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、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

は必要な措置を講じる。 

 

                                          以 上 

 

 

 


