
 
 

平成 19 年２月５日 

各  位 

東京都新宿区西新宿四丁目 33 番４号

株式会社 GDH

代表取締役社長 石川 真一郎

（コード番号：3755 東証マザーズ）

問い合わせ先 執行役員副社長兼CFO 後藤 文明

電話 03-5358-1923

 

 

第三者割当増資の払込完了および主要株主の異動に関するお知らせ 
  

当社は、平成 19 年１月 19 日開催の臨時取締役会の決議に基づく第三者割当による新株式発行に関す

る払込手続を本日完了いたしましたので、お知らせいたします。 

また、当該第三者割当増資に伴い、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動がありましたので、

併せてお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．新株式の発行要項

（１） 発行新株式数 普通株式 37,706 株 

（２） 発行価額 １株につき 金 79,565 円 

（３） 発行価額の総額 金 3,000,077,890 円 

（４） 資本組入額 金 1,500,057,798 円（１株につき金 39,783 円） 

（５） 申込期間 平成 19 年２月 ５日（月） 

（６） 払込期日 平成 19 年２月 ５日（月） 

（７） 株券交付日 平成 19 年２月 27 日（火） 

（８） 割当方法 第三者割当 

（９） 割当先及び株式数  

 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 25,137 株 

 ソネットエンタテインメント株式会社 12,569 株 

 

＜ご参考＞ 

発行済株式総数の推移（資本金の推移）   

現在の発行済株式総数 50,196 株 （平成 19年１月 19日現在） 

（現在の資本金 1,360,808,000 円）  

今回の増加株式数 37,706 株  

（増加資本金 1,500,057,798 円）  

増資後発行済株式数 87,902 株  

（増資後資本金 2,860,865,798 円）  

 

 

ご注意： この文書は、当社の第三者割当による新株式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、投資勧誘を目的とし

て作成されたものではありません。 
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Ⅱ. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動 

 

１．異動が生じた経緯 

Ⅰに記載した第三者割当増資の払込完了に伴い、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が

生じました。 

 

２．主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主 

①主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主 

(１) 名称 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 

(２) 本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

(３) 代表者の氏名 代表取締役社長 渡辺 秀雄 

(４) 資本金の額 2,000 百万円 

(５) 主な事業の内容 投資業務、各種ファンドの組成・運営等 

 

②主要株主に該当することとなる株主 

(１) 名称 ソネットエンタテインメント株式会社 

(２) 本店所在地 東京都品川区北品川四丁目７番 35 号 

(３) 代表者の氏名 吉田 憲一郎 

(４) 資本金の額 7,965 百万円 

(５) 主な事業の内容 ネットワーク関連ビジネス 

 

３．主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主 

①主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主 

(１) 名称 アット・ジャパン・メディア・エル・エル・シー 

(２) 本店所在地 
C/o RL&F Service Corp. One Rodney Square 10th Flor, 

Tenth and king Streets, Wilmington, Delaware, USA 

(３) 代表者の氏名 Jarlon Tsang 

(４) 主な事業の内容 有価証券投資 

 

②主要株主に該当しなくなる株主 

(１) 名称 エイパックス・グロービス・ジャパン・ファンド・エルピー 

(２) 本店所在地 445 Park Avenue, New York, New York 10022, USA 

(３) 代表者の氏名 Alan J Patricof 

(４) 主な事業の内容 投資業 

 

４．異動の前後における所有議決権の数（所有株式数）及びその議決権の総数に対する割合 

（1）主要株主及び主要株主である筆頭株主となる株主 

①大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

議決権の総数に対する割合 

（発行済株式総数に対する割合） 
大株主順位 

異動前 
―個 

（－株） 

－％ 

（－％） 
第―位 

異動後 
25,137 個 

（25,137 株） 

28.72％ 

（28.60％） 
第１位 

 

ご注意： この文書は、当社の第三者割当による新株式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、投資勧誘を目的とし

て作成されたものではありません。 
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②ソネットエンタテインメント株式会社 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

議決権の総数に対する割合 

（発行済株式総数に対する割合） 
大株主順位 

異動前 
―個 

（－株） 

－％ 

（－％） 
第―位 

異動後 
12,569 個 

（12,569 株） 

14.36％ 

（14.30％） 
第２位 

 

（2）主要株主及び主要株主である筆頭株主でなくなる株主 

①アット ジャパン メディア エルエルシー 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

議決権の総数に対する割合 

（発行済株式総数に対する割合） 
大株主順位 

異動前 
5,097 個 

（5,097 株） 

10.23％ 

（10.15％） 
第１位 

異動後 
5,097 個 

（5,097 株） 

5.82％ 

（5.80％） 
第３位 

 

②エイパックス・グロービス・ジャパン・ファンド・エルピー 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

議決権の総数に対する割合 

（発行済株式総数に対する割合） 
大株主順位 

異動前 
5,000 個 

（5,000 株） 

10.04％ 

（9.96％） 
第２位 

異動後 
5,000 個 

（5,000 株） 

5.71％ 

（5.69％） 
第４位 

（注）１．異動前の議決権の数及び所有株式数は平成 18 年９月 30 日現在の数値を、異動後の議決

権の数及び所有株式数は平成 18 年９月 30 日現在の数値に、今回の第三者割当増資による増

加を加味して記載しております。 

２．平成 18 年９月 30 日現在の発行済株式総数 50,196 株 

３．異動後の発行済株式総数 807,902 株 

４．平成 18 年９月 30 日現在の議決権を有しない発行済株式数 400 株 

 

 

５．異動年月日 

平成 19 年２月５日 

 

以    上 

ご注意： この文書は、当社の第三者割当による新株式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、投資勧誘を目的とし

て作成されたものではありません。 
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