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第三者割当増資の普通株式の払込完了並びに親会社、主要株主及び 

主要株主である筆頭株主の異動、執行役員の就任及び新経営体制に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成20年９月10日開催の取締役会において決議し、同日付の「第三者割当による新株式(普通

株式、優先株式）の発行に関するお知らせ」において開示いたしました、第三者割当による普通株式の発行

（以下「本増資」といいます。）に関し、本日払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。な

お、平成20年９月10日開催の取締役会において決議し、同日付の「第三者割当による新株式(普通株式、

優先株式）の発行に関するお知らせ」において開示いたしました優先株式の発行につきましては今後開催予

定の臨時株主総会で定款変更および優先株式の発行に係る各議案の承認が得られることを条件としておりま

す。 

また、本増資に伴い、親会社、主要株主および主要株主である筆頭株主の異動がありました。加えて平成

20年10月１日より新たな役員、経営体制にて業務に取り組むことになりましたので以下のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

Ⅰ．第三者割当による新株式（普通株式）の発行 

1. 新株式発行要項 
(1) 発行新株式数  普通株式145,815株 

(2) 発行価額   １株につき6,858円 

(3) 発行価額の総額  999,999,270円 

(4) 資本組入額  499,999,635円 

(5) 払込期日   平成20年９月30日 

(6) 割当先及び株式数  いわかぜ１号投資事業有限責任組合 145,815株 

 

2. 本増資による資本金及び発行済み株式総数の推移 

 資本金 発行済み株式総数 

増資前 2,861,473,948円 87,928株 

増資後 3,361,473,583円 233,743株 
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Ⅱ．親会社、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 
本増資により、当社の親会社、主要株主および主要株主である筆頭株主が以下のとおり異動いた

しました。 

 

2. 親会社、主要株主である筆頭株主および主要株主の異動 
(1) 親会社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の名称等 

① 名 称   いわかぜ１号投資事業有限責任組合 

② 所 在 地   東京都千代田区大手町一丁目５番１号  

大手町ファーストスクエア イーストタワー４階 

③ 無限責任組合員   いわかぜキャピタル株式会社 代表取締役 植田 兼司 

④ 主な事業内容   株式等の取得及び保有、投資事業有限責任組合に従った組合財産の 

運用、その他投資事業有限責任組合契約に関する法律第 3条第 1項に

掲げる一定の事業 

 

(2) 主要株主である筆頭株主でなくなるもの 
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 所 在 地   東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

③ 代 表 者   代表取締役社長 井上 明 

④ 主な事業内容   プライベート・エクイティ投資、不動産投資、金銭債権投資、各種  

ファンド組成・運営等 

 

(3) 主要株主でなくなるもの 
① 名 称   ソネットエンタテインメント株式会社 

② 所 在 地   東京都品川区大崎二丁目１番１号 

③ 代 表 者   代表取締役社長 吉田 憲一郎 

④ 主な事業内容   ネットワーク関連ビジネス 

 

(4) 異動前後における当該株主の議決権数（所有株式数）及び総株主の議決権数に対する割合 

① いわかぜ１号投資事業有限責任組合 

 議決権数 所有株式数 総株主の議決権数に対する割合 大株主順位

異動前 ― ― ― ― 

異動後 145,815個 145,815株 62.38％ 第1位 

（注）いわかぜ１号投資事業有限責任組合の議決権数及び所有株式数は、全て直接所有分であり、

合算対象分ではありません。 

② 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 

 議決権数 所有株式数 総株主の議決権数に対する割合 大株主順位

異動前 25,137個 25,137株 28.58％ 第１位 

異動後 25,137個 25,137株 10.75％ 第２位 

 

③ ソネットエンタテインメント株式会社 

 議決権数 所有株式数 総株主の議決権数に対する割合 大株主順位

異動前 12,569個 12,569株 14.29％ 第２位 

異動後 12,569個 12,569株 5.37％ 第３位 
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   ※ 平成20年３月31日現在の発行済株式総数    87,928株 

異動後の総株主の議決権数に対する割合は、平成 20 年３月 31 日現在の議決権総数 87,928 個に

本増資により増加した株式数に係る議決権 145,815 個を加えた数である 233,743 個を基準とし

て算出しております。なお、平成 20 年３月 30 日現在の総株主の議決権の数には、証券保管振

替機構名義の株式が10個含まれております。 

 

(5) 異動年月日 
平成20年９月30日 

 

(6) 開示対象となる非上場の親会社の変更の有無 
親会社であるいわかぜ1号投資事業有限責任組合は、当社の親会社ではありますが組合に準ずる

事業体に該当するため、開示対象には該当いたしません。 

 

(7) 今後の見通し 
本増資による業績予想の修正はありません。本増資による資金調達による自己資本の増強は、当

社の長期安定的かつ健全な財務基盤の構築ならびに将来の業績および企業価値の向上につながるも

のと考えております。 

 なお、平成21年３月期における業績予想につきましては、平成20年８月14日付開示「特別利益

及び特別損失の発生ならびに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

Ⅲ．執行役員の就任 

1. 異動が生じた経緯 

 当社は現在、２期連続の大幅赤字、債務超過、継続企業の前提に関する疑義が生じている事業環境

において、自己資本の増強と事業成長のための資金調達並びに当社の経営改革及び企業価値向上のた

めに外部の力を活かし幅広い見識を導入した意思決定体制の構築が必要でありました。このため、当

社は平成 20 年９月 10 日付で開示いたしましたとおり、プライベートエクイティファンドを運営する

いわかぜキャピタル株式会社（以下、「いわかぜ」といいます。）の支援のもとで経営再建を図ること

となりました。 

 

2. 就任新役員および新経営体制の内容（平成20年10月１日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

柄澤 哲夫 執行役員社長 兼 ＣＥＯ 顧問 

進士 裕志 執行役員 兼 ＣＦＯ 執行役員 兼 ＣＦＯ 

石川 真一郎 代表取締役副社長 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 

内田 康史 常務取締役 取締役副社長 兼 ＣＯＯ 

後藤 文明 取締役（非常勤） 取締役 

（注）柄澤および進士の両名は、今後予定しております当社の臨時株主総会において、株主の皆様からの

選任決議をいただき、その後の当社取締役会において、それぞれ代表取締役社長 兼 ＣＥＯ、代

表取締役 兼 ＣＦＯへの就任を予定しております。就任新執行役員の略歴は別紙記載のとおりで

す。なお、取締役 白滝勝氏は平成20年９月10日を以って退任いたしました。 

 

3. 今後の施策 

今回の新経営体制は、当社の経営改革を実行するため、合理的且つスピーディな意思決定のもと、事

業パートナーへの営業機能の強化と、信頼性の高い財務報告体制の再構築並びにコンプライアンス体制
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の一層の充実、コーポレート・ガバナンス体制の強化を主たる目的としております。今後は、柄澤ＣＥ

Ｏ及び進士ＣＦＯを中心とした新たな経営体制のもとで、本増資により導入したフレッシュマネーを、

財務体質の改善と次なる発展のための新しい作品の制作に活かし、クオリティの高い作品を引き続き制

作、発信して参ります。加えて、今後開催予定の臨時株主総会での承認を得ることを前提として、いわ

かぜが優先株式を引き受けることを通じ、更なる資本増強を図る予定です。 

この他、当社といわかぜは、経営の安定化に向けた各事業部門及び管理部門並びにコンプライアンス

面における課題の解決に主眼を置いた経営改革にハンズオンで取り組み、中長期的に安定した成長をす

るための経営基盤を構築して参ります。 

また、計画数値のモニタリングなどのガバナンス体制及び内部統制にかかる体制強化を推進するため、

今後予定されている臨時株主総会において、いわかぜより４名の社外取締役を招聘する予定です。 

 

以 上 
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（別紙） 

執行役員社長 兼 ＣＥＯの略歴 

氏 名  柄澤 哲夫 

1969年４月 パイオニア株式会社入社。 

1988年４月 パイオニアレーザーエンタテインメント株式会社 President＆CEO（LA） 

1993年４月 パイオニア北米統括部長 

1994年５月 ミュージックチャンネル株式会社（MTV Japan）経営企画室長 

1996年６月 ミュージックチャンネル株式会社（MTV Japan）代表取締役社長並びにCS放送協議会理事 

2001年５月 MTV Japan株式会社 相談役 

2001年７月 株式会社ピクス 代表取締役社長ならびにミュージックオンライン株式会社代表取締役会長 

2002年４月 株式会社ララ・メディア 代表取締役社長 

2002年11月 株式会社ジュピターTV 執行役員制作本部長 

2002年12月 ジュピターエンタテインメント株式会社 取締役副社長 

2005年６月 ジュピターエンタテインメント株式会社 代表取締役社長 

2008年２月 ジュピターエンタテインメント株式会社 退社 

2008年９月 当社 顧問 

2008年10月 当社 執行役員社長 兼 ＣＥＯ 

 

 

執行役員 兼 ＣＦＯの略歴 

氏 名  進士 裕志 

1985年４月  松下電送株式会社（現パナソニックコミュニケーションズ株式会社）入社 

1992年７月  松下電送株式会社 ファクシミリ事業部経理課 

2001年５月  松下電送株式会社 取締役経理部長付アメリカ松下電器株式会社監査部駐在 

2001年12月  松下電送株式会社 デジタルイメージングカンパニー新潟経理チームリーダー就任 

2004年11月  株式会社卑弥呼 入社 経理リーダー 

2005年６月  株式会社卑弥呼 取締役経理マネージャー 

2007年６月  株式会社卑弥呼 常務取締役経理・総務担当 

2008年６月 株式会社卑弥呼 退社 

2008年９月 当社 執行役員 兼 ＣＦＯ 

 以上 
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