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平成 21 年２月 18 日 

各  位 

会 社 名 株式会社 ＧＤＨ 

代表者名 代表取締役副社長 石川 真一郎 

 (コード番号：3755 東証マザーズ) 

問合せ先 執行役員ＣＦＯ  進 士 裕 志 

電  話 03－5358－1922（代表）     

 

 

第三者割当による新株式（優先株式）発行の中止及び定款の一部変更 

ならびに取締役の異動及び監査役の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 21 年２月 18 日開催の当社取締役会において、平成 20 年９月 10 日開催の取締役会

で決議いたしました第三者割当によるＡ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式（以下、総称

して又は個別に「本優先株式」といいます。）の発行を中止することを決議するとともに、「定款

一部変更の件」を平成 21年３月６日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしました。 

また、平成 20 年９月 30 日付「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」（以下、「９

月 30 日付プレスリリース」といいます。）にて、役員の異動等についてお知らせいたしましたが、

取締役の異動及び監査役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、本件につきましては、平成 21 年３月６日開催予定の臨時株主総会の決議及びその後開催

予定の当社取締役会を経て、正式に選任の予定です。 

 

記 

 

 

I. 第三者割当による新株式（優先株式）発行の中止について 

１.  中止の理由 

 当社は平成 20 年９月 10 日開催の当社取締役会において、いわかぜキャピタル株式会社が運

営・管理するいわかぜ１号投資事業有限責任組合に対し、臨時株主総会において本優先株式の

発行に必要となる定款変更を決議することを条件に、新株式（本優先株式）の発行を行う基本

合意について決議いたしました。 

 しかしながら、サブプライム問題に端を発する世界的な金融危機による日本の株式市場の急

変と実体経済への影響により、当社グループを取り巻く事業環境および金融市場の環境も急速

に変化しております。 

 このような状況の下、第三者割当増資による本優先株式の発行を一旦中止とすることといた

しました。 

 

２.  今後の予定 

 当社は、2008 年３月期において２期連続の大幅赤字となり、その結果、前連結会計年度末

より債務超過による「継続企業の前提に関する重要な疑義」が生じております。今回の新株式

の発行による調達資金は、当社グループの財務基盤を強化し、経営安定性の確保ならびに事業

再構築のための長期運転資金とする予定でありました。平成 20 年 12 月 31 日現在において、
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債務超過の解消には至っておらず、平成 21 年３月末までに債務超過を解消する必要がありま

す。当社といたしましては、これらの資金は依然として必要不可欠であると判断しており、本

優先株式に代わる新たな資本政策の実行について検討のうえ、今後改めてお知らせいたします。 

 

 

II. 「定款一部変更の件」について 

１.  定款変更の理由 

(1) 当社は、債務超過による「継続企業の前提に関する重要な疑義」が存在する状況にあり、
財務基盤の強化が急務となっております。この状況を解消するためには、財務体質を強化

し、手元流動資産の拡充を図ることが喫緊の課題であります。このような状況の下、現在、

定款に定める授権枠350,000株に対して発行済株式の総数が233,743株となっていること

を受け、柔軟な資本政策を可能にし、将来の事業拡大等、経営環境の変化にも対応して企

業価値を確保・向上させていくため、現行定款６条（発行可能株式総数）の授権枠数を

700,000 株に増加させるものであります。 

(2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を
改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）が平成 21 年１月５日に施行されたことに伴い、

定款の一部の効力が変更となることに対応し、定款の文言を形式的に変更し、条数変更そ

の他所要の変更を行うものであります。 

 

２.  定款変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します｡） 

現 行 定 款 変  更  案 

第２章  株 式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

350,000 株とする。 

第２章  株 式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

700,000 株とする。 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発

行する。 

 

（削  除） 

（自己の株式の取得） 

第８条 当会社は、会社法第１６５条第

２項の規定により、取締役会の

決議によって市場取引所等に 

より自己の株式を取得すること

ができる｡ 

（自己の株式の取得） 

第７条   （現行どおり） 

（株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置

く。 

  ２ 株主名簿管理人及びその事務取

扱場所は、取締役会の決議によ

って定める。 

  ３  当会社の株主名簿 (実質株主

（株主名簿管理人） 

第８条 当会社は、株主名簿管理人を置

く。 

  ２ 株主名簿管理人及びその事務取

扱場所は、取締役会の決議によ

って定める。 

  ３ 当会社の株主名簿及び新株予約
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名簿を含む。以下同じ｡)、新株

予約権原簿及び株券喪失登録簿

の作成並びに備置きその他の株

主名簿、株券喪失登録簿及び新

株予約権原簿に関する事務は、

これを株主名簿管理人に委託

し、当会社においては取り扱わ

ない。 

権原簿の作成並びに備置きその

他の株主名簿及び新株予約権原

簿に関する事務は、これを株主

名簿管理人に委託し、当会社に

おいては取り扱わない。 

（株式取扱規程） 

第 10条 当会社の株式に関する取扱い及

び手数料は、法令または本定款

のほか、取締役会において定め

る株式取扱規程による。 

（株式取扱規程） 

第９条 当会社の株主権行使の手続きそ

の他株式に関する取扱い及び手

数料は、法令または本定款のほ

か、取締役会において定める株

式取扱規程による。 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

（以下、条数を繰り上げる） 

 

 附則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿の作成

及び備置きその他の株券喪失登

録簿に関する事務は、これを株

主名簿管理人に委託し、当会社

においては取扱わない。 

 

第２条 前条及び本条は、平成 22 年１月

５日まで効力を有し、同日の経

過をもって前条及び本条を削除

する。 

 

 

III. 取締役の異動及び監査役の異動について 

１.  異動の理由 

 ９月 30 日付プレスリリースでお知らせいたしましたとおり、当社のガバナンス体制及び

内部統制にかかる体制を強化するとともに、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、経営及び事業の再生を図るため、現行の当社執行役員社長兼ＣＥＯ 柄澤哲夫と、

新たにいわかぜキャピタル株式会社から招聘する３名を含む４名の役員が、取締役に就任す

る予定です。現行の取締役３名（石川真一郎、内田康史、後藤文明）は、当社の経営安定化

に一定の道筋をつけるべく経営責任を全うする所存であり留任いたします。 

 また、当社社外監査役多田紘一氏が、一身上の都合により平成 21 年３月６日付けで監査

役を辞任いたしますので、新たに水野富夫氏が当社社外監査役に就任する予定です。 

 なお、取締役の選任につきましては、当社臨時株主総会でのご承認をいただきました上で、

その後の当社取締役会において代表取締役を選任する予定です。代表取締役につきましては、

決定後に開示いたします。 

 当社は経営体制を強化し、経営及び事業の再生を早急に実行して参る所存です。 
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２.  取締役の異動 

(1) 新任取締役候補 
氏 名 新役職名 現役職名 

柄澤 哲夫 取締役社長 執行役員社長 兼 ＣＥＯ 

植田 兼司 取締役（社外取締役） 
いわかぜキャピタル株式会社

代表取締役 

山口 冬樹 取締役（社外取締役） 
いわかぜキャピタル株式会社

パートナー 

塚原 義章 取締役（社外取締役） 
いわかぜキャピタル株式会社 

ヴァイスプレジデント 

 

(2) 就任予定日 平成 21 年３月６日 

 

３. 監査役の異動 

(1) 新任監査役候補者の氏名及び略歴   

氏  名    常勤監査役（社外）  水野 富夫（みずの とみお） 

生年月日    昭和 22 年９月 16 日 

略  歴 昭和 46 年４月 株式会社ＣＢＳ・ソニーレコード（現ソニー・ミ

ュージックエンタテインメント）入社 

 平成４年１月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメン

ト ＳＲ制作管理本部制作管理部部長 

 平成７年８月 株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーショ

ンズ 常務取締役兼管理本部本部長、ビジュアル

制作本部本部長 

 平成 12 年２月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメン

ト 総務グループ本部長 

 平成 15 年２月 株式会社ソニー・ミュージックアクシス 代表取

締役社長 

 平成 17 年６月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメン

ト 常勤監査役 

 平成 19 年４月 株式会社ソニー・ミュージックアクシス 取締役

会長 

 平成 20 年６月 同社退社 

 

(2) 就任予定日 平成 21 年３月６日 

 

 

IV. 今後の予定について 

平成 21 年３月６日 臨時株主総会 

平成 21 年３月６日 定款一部変更の効力発生日 

平成 21 年３月６日 新役員の就任ならびに新監査役の就任 

 

以上 


