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株式会社アーティストハウスホールディングスの株式取得に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 1 月 19 日付「株式会社アーティストハウスホールディングスの株式取得の中止

に関するお知らせ」で株式会社アーティストハウスホールディングス（東証マザーズ 3716、 以下「ア

ーティストハウスホールディングス」）の第三者割当増資引受けの一旦中止を発表いたしましたが、本

日開催の当社取締役会において当社および CONVEX１号投資事業有限責任組合が再発行される新株式を

引受けることを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 第三者割当増資引受の背景及び理由 

平成 17 年 12 月 21 日付にて開示いたしました「株式会社アーティストハウスホールディングスの

株式取得に関するお知らせ」で発表いたしました第三者割当増資引受の背景及び理由と変更はありま

せん。すなわち、下記のとおりであります。 

当社は本年８月にすでにアーティストハウスホールディングスの第三者割当増資を引受けており

ますが、該社のＭ＆Ａ等財務戦略の一層の拡大によるさらなる企業価値の増大を期待して、今回の第

三者割当増資を引受けることといたしました。 

 

２． アーティストハウスホールディングスの概要 

(1) 商号 株式会社アーティストハウスホールディングス 

(2) 代表者 代表取締役社長 楠部 孝 

(3) 所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目 27 番 11 号 

(4) 設立年月日 平成 12 年 2月 3日 

(5) 主な事業内容 書籍出版、映像制作、ビデオ DVD 製造販売、Eコマースサイ

ト構築、音楽コンテンツのデジタル配信、DVD・CD の二次流

通に携わる連結子会社を擁する持株会社 

(6) 決算期 5 月 31 日 

(7) 従業員数 40 人（平成 17 年 5月 31 日現在） 

(8) 資本の額 59 億 6,201 万 1,760 円 

(9) 発行済株式総数 118,887 株 



(10) 大株主構成及び所有割合  

順位 株主名 所有株式数 

（株） 

所有割合 

1 プライベートエクイティジャパン㈱ 13,380 11.25％ 

2 Marvelous Group Limited 10,000 8.41％ 

 

3 
ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ｼﾞｰｼｰｴﾑ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｱ
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5,885 4.95％ 

(11) 最近事業年度における業績の動向（連結）   （百万円）

 区分 平成 16 年 5月期 平成 17 年 5月期 平成 18 年 5月期 

（予想） 

 売上高 2,918 3,598 10,620 

 経常利益 52 △1,058 1,880 

 当期純利益 36 △3,764 1,720 

 総資産 6,766 6,057         - 

 株主資本 1,386 1,392         - 

(12) 当社との関係  

 ① 資本関係 該当事項はありません。 

 ② 人的関係 当社取締役会長の平山達大はアーティストハウスホールディング

スの相談役であります。 

 ③ 取引関係 投資事業における業務提携先であります。 

 

３． 第三者増資引受の内容 

当社および CONVEX１号投資事業有限責任組合は、アーティストハウスホールディングスの第三者

割当による新株式を次のとおり引受けます。 

(1) 当社  

 ① 引受株式数 普通株式 1,575 株 

 ② 引受価額 1 株につき 金 191,000 円 

 ③ 引受価額の総額 300,825,000 円 

 ④ 払込期日 平成 18 年 2月 15 日（水） 

(2) CONVEX１号投資事業有限責任組合* 

 ① 引受株式数 普通株式  790 株 

 ② 引受価額 1 株につき 金 191,000 円 

 ③ 引受価額の総額 150,890,000 円 

 ④ 払込期日 平成 18 年 2月 15 日（水） 

* CONVEX１号投資事業有限責任組合の概要は次のとおりです。 

(1) 名称 CONVEX１号投資事業有限責任組合 

(2) 所在地 大阪市中央区瓦町一丁目 6 番 10 号 

(3) 無限責任組合員 株式会社エルメ・コンベックス 

（東京都千代田区内幸町一丁目 1番 7号） 



(4) 組成年月日 平成 16 年 7月 2日 

(5) 根拠法 中小企業等の投資事業有限責任組合契約に関する法律 

（現「投資事業有限責任組合契約に関する法律」） 

(6) 主な事業 投資事業 

(7) 出資総額 1,000,000,000 円 

(8) 組合員および出資額  

 組合員（出資者） 出資額(円) 出資割合  

 株式会社エルメ・コンベックス 500,000,000 50％  

 株式会社アポロ・インベストメント 500,000,000 50％  

 

４． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 当社 

 ① 異動前の所有株式数 

  （議決権の数  0 個） 0 株（所有割合   0％） 

 ② 取得株式数 

  （議決権の数 1,575 個） 1,575 株（取得価額 300,825,000 円） 

 ③ 異動後の所有株式数 

  （議決権の数 1,575 個） 1,575 株（所有割合 1.17％） 

(2) CONVEX１号投資事業有限責任組合 

 ① 異動前の所有株式数 

  （議決権の数 123 個） 123 株（所有割合 0.10％） 

 ② 取得株式数 

  （議決権の数 790 個） 790 株（取得価額 150,890,000 円） 

 ③ 異動後の所有株式数 

  （議決権の数  913 個） 913 株（所有割合 0.68％） 

 

５． 今後の予定 

申込期間 平成 18 年 2月 8 日（水）から平成 18 年 2月 14 日（火） 

払込期日 平成 18 年 2月 15 日（水） 

新株券発行日 平成 18 年 2月 15 日（水） 

 

６． 今後の見通し 

当該株式取得が当社の業績に与える影響につきましては、軽微であります。 

以上 


