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平成 20 年４月 11 日 

各      位 

会 社 名  ステラ・グループ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 細川 信文 

（コード番号 8206 大証２部） 

問合せ先  取締役 上野 孝一 

         TEL（03）5425－2511 

 

主要株主である筆頭株主および主要株主の異動に関するお知らせ 

 

当社がこのたび実施いたしましたベルリバーファイナンス株式会社を割当先とする第三者割

当増資により、平成20年４月11日付で、当社の主要株主である筆頭株主および主要株主に異動が

ありましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 異動が生じた経緯 

当社がベルリバーファイナンス株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行にお

いて、平成 20 年４月 11 日付で当社普通株式 70,000,000 株を発行した結果、新たに主要株主

ならびに筆頭株主となったものであります。 

 

2. 当該株主の名称等 

（1）主要株主である筆頭株主になる当該株主の名称等 

   名    称    ベルリバーファイナンス株式会社 

 本店所在地   東京都港区海岸三丁目 18 番２号 

 代 表 者   代表取締役社長 細川 信文 

 主な事業内容    投資事業 

 

（2）主要株主である筆頭株主でなくなる当該株主の名称等 

名    称    エスアイエスセガインターセトルエージー 

（常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行決済事業部） 

 本店所在地    BASLERSTRASSE 100, CH-4600 OLTEN, SWITZERLAND 

 主な事業内容    有価証券の保管業務 

（注）平成 20 年２月 29 日付当社株主名簿における第１位は、「エスアイエスセガインターセト

ルエージー（常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行決済事業部）」ですが、当該株主

はカストディアン（有価証券の保管を行う金融機関）であり、当該株主名義での大量保

有報告書は未提出であり、当社として当該株主名義の実質保有株数の確認はできており

ません。そのため、主要株主である筆頭株主でなくなる当該株主の名称等は、平成 20

年２月 29 日現在の株主名簿を基に、当社にて想定した順位を基に記載しております。 
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3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合 

＜ベルリバーファイナンス株式会社＞ 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権
に対する割合 

大株主順位 

     異 動 前      
―個 

（―株） 
―％ ―位 

異動後（平成 20 年４月 11 日現在）
70,000 個 

（70,000,000 株）
29.18％ 第１位 

 

＜エスアイエスセガインターセトルエージー＞（注 3.） 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権
に対する割合 

大株主順位 

     異 動 前      
51,205 個 

（51,205,500 株）
30.14％ 第１位 

異動後（平成 20 年４月 11 日現在）
51,205 個 

（51,205,500 株）
21.34％ 第２位 

（注）1. 異動前の「総株主の議決権の数に対する割合」は、平成 20 年２月 29 日現在の発行済

株式数169,935千株から議決権を有しない株式91千株を控除した総株主等の議決権の

数 169,844 個を基準として計算しております。 

   2. 異動後の「総株主の議決権の数に対する割合」は、上記平成 20 年２月 29 日現在の総

株主等の議決権の数 169,844 個に、新たに発行した新株式分 70,000 個を加えた

239,844 個を基準として計算しております。 

3. 当社として当該株主名義の実質所有株式数の確認はできていないため、大株主順位は平成

20 年２月 29 日現在の株主名簿を基に、当社にて想定した順位を基に記載しておりま

す。 

 

4. 異動年月日  平成 20 年４月 11 日 

 

5. 今後の見通し 

本件は平成 20 年１月 24 日締結のベルリバーファイナンス株式会社との資本・事業提携に基

づくものであり、今後ベルリバーファイナンス株式会社主導により当社グループの企業価値向

上を図るものであります。 

以 上 

 

＜ご参考＞ 

大株主および総株主の議決権に対する割合 

順位 異動前（平成20年２月29日現在） 異動後（平成20年４月11日現在） 

１ 

ｴｽｱｲｴｽ ｾｶﾞｲﾝﾀｰｾﾄﾙ ｴｰｼﾞｰ 

（常任代理人 ㈱三菱東京

UFJ 銀行 決済事業部） 

30.14％
ベルリバーファイナンス株式

会社 
29.18％

２ 坂田 陽一郎 9.19％

ｴｽｱｲｴｽ ｾｶﾞｲﾝﾀｰｾﾄﾙ ｴｰｼﾞｰ 

（常任代理人 ㈱三菱東京

UFJ 銀行 決済事業部） 

21.34％
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３ 大阪証券金融株式会社 2.98％ 坂田 陽一郎 6.51％

４ 

ｲｰｴﾌｼﾞｰﾊﾞﾝｸ （常任代理人

㈱三菱東京 UFJ 銀行 決済事

業部） 

2.94％ 大阪証券金融株式会社 2.11％

５ 

ﾊﾞﾝｸ ｼﾞｭﾘｳｽ ﾍﾞｱ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆ

ｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ（常任代理人 ㈱三

菱東京 UFJ 銀行 決済事業部）

2.14％

ｲｰｴﾌｼﾞｰﾊﾞﾝｸ （常任代理人 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 決済事

業部） 

2.08％

６ 

ｸﾚﾃﾞｨ ｱｸﾞﾘｺｰﾙ ｽｲｽ ｴｽｴｰ

（常任代理人 ㈱三菱東京

UFJ 銀行 決済事業部） 

0.81％

ﾊﾞﾝｸ ｼﾞｭﾘｳｽ ﾍﾞｱ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆ

ｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ（常任代理人 ㈱三

菱東京 UFJ 銀行 決済事業

部） 

1.51％

７ 東田 信一 0.36％

ｸﾚﾃﾞｨ ｱｸﾞﾘｺｰﾙ ｽｲｽ ｴｽｴｰ 

（常任代理人 ㈱三菱東京

UFJ 銀行 決済事業部） 

0.57％

８ 株式会社不二設計 0.35％ 東田 信一 0.25％

９ 

ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ﾋﾟｰ･ﾊﾟﾘﾊﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ

(ｼﾞｬﾊﾟﾝ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ(ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ﾋﾟｰ･

ﾊﾟﾘﾊﾞ証券会社) 

0.32％ 株式会社不二設計 0.25％

10 
みずほインベスターズ証券会

社 
0.32％

ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ﾋﾟｰ･ﾊﾟﾘﾊﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ

(ｼﾞｬﾊﾟﾝ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ(ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ﾋﾟ･

ﾊﾟﾘﾊﾞ証券会社) 

0.23％

（注）1. 異動前の「総株主の議決権の数に対する割合」は、平成 20 年２月 29 日現在の発行済

株式数169,935千株から議決権を有しない株式91千株を控除した総株主等の議決権の

数 169,844 個を基準として計算しております。 

   2. 異動後の「総株主の議決権の数に対する割合」は、上記平成 20 年２月 29 日現在の総

株主等の議決権の数 169,844 個に、新たに発行した新株式分 70,000 個を加えた

239,844 個を基準として計算しております。 

3. 異動後の大株主順位および議決権比率は、平成 20 年２月 29 日現在の当社株主名簿に基

くものであり、その後の株主および保有株式数の異動については、本件ベルリバーフ

ァイナンス株式会社以外は加味しておりません。 

 

 

 


