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平成 20 年４月 30 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 

 

当社は平成20年４月11日付第三者割当増資により、ベルリバーファイナンス株式会社（以下、「ベ

ルリバー社」）に対し、当社普通株式70,000千株を割り当てました。その際、ベルリバー社は、当該

増資資金を借入金にて対応しており、本日ベルリバー社より当該借入金につき、当社普通株式70,000

千株による代物弁済を行う旨の報告を受け、当該契約書（写）により、当社もこれを確認いたしまし

た。これにより、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発生しましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

本件当社株式ならびに株主の異動につきましては、ベルリバー社側の事情によるものであり、当社

は一切関知しておりません。 

また、別途お知らせいたしましたとおり、当社は本日開催の当社取締役会において、ベルリバー社

との資本・事業提携の解消を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 異動が生じた理由・経緯 

(1)異動の理由 

ベルリバー社が、当社普通株式 70,000 千株を代物弁済したことにより、主要株主ならびに筆

頭株主の異動となったものであります。 

 

 (2)異動の経緯 

①ベルリバー社に対して貸付（1,120 百万円）を行っていた鈴木洋氏（ベルリバー社代表取締役

会長）および細川信文氏（ベルリバー社代表取締役社長）が本日付で、代物弁済により当社株

式を取得（鈴木氏 35,625 千株、細川氏 34,375 千株：計 70,000 千株）。 

②細川氏に対して貸付（550 百万円）を行っていた鈴木氏が、細川氏より代物弁済にて、当社株

式 34,375 千株を取得。 

③鈴木氏に対して貸付を行っていた江藤鉄男氏（貸付額 995 百万円）およびエフシーインシュラ

ンス株式会社（貸付額 110 百万円、以下「エフシー社」）が、代物弁済により当社株式を取得

（江藤氏 62,187.5 千株、エフシー社 6,875 千株）。 
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  ④結果として、本日付で、以下の株式異動が発生。 

  

（異動前） （異動後）

ベルリバー社 鈴木　洋氏 937.5千株
70,000千株 江藤　鉄男氏 62,187.5千株

エフシー社 6,875千株
計 70,000千株

⇒

 

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 

   氏    名    江藤 鉄男 

 本 店所在 地   東京都港区 

  

（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    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 

 

 

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 

＜江藤 鉄男氏＞ 

 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 30 日現在）
62,187 個 

（62,187,500 株）
25.92％ 第１位 

 

＜ベルリバー社＞ 

 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       
70,000 個 

（70,000,000 株）
29.18％ 第１位 

異動後（平成 20 年４月 30 日現在）
―個 

（―株） 
―％ ―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。 
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4. 異動年月日  平成 20 年４月 30 日 

 

5. 今後の見通し 

今後の影響につきましては、現状では未定です。 

今後につきましては、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

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 （※注１） 異動後 （※注２,３） 

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％ 江藤 鉄男 25.92％

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％

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％
エフシーインシュランス株式

会社 
2.86％

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％ 大阪証券金融株式会社 2.11％

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％

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％

７ 東田 信一 0.36％

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％

８ 株式会社不二設計 0.35％

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％

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％ 鈴木 洋 0.39％

10 
みずほインベスターズ証券会

社 
0.32％ 東田 信一 0.25％

（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づくものであ

り、その後の株主および保有株式数の異動については、本件株主（＿ にて表示）以外は、加味して

おりません。 


