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平成 23 年 12 月 19 日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社 クロニクル 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石  神   剛

（JASDAQ・コード番号： 9822）

問い合わせ先 常務取締役管理本部長 久 保 田  峰 夫

電 話 番 号 0 3 - 5 7 7 1 - 1 2 0 0 （ 代 表 ）

 
 

（訂正）「第三者割当による第２回新株予約権の発行に関するお知らせ」の 
一部訂正について 

 
 

当社は、平成23年12月7日付にて開示いたしました、「第三者割当による第２回新株式の発行に関

するお知らせ」について、一部誤りがありましたので、以下の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

記 

（訂正箇所） 

10 ページ ６．割当先の選定理由等 （1）割当先の概要 

（訂正前） 

名称 Red Drum Invest Limited （レッド ドラム インベスト リミテッド） 

所在地 P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, the BVI 

設 立 根 拠 英領バージン諸島に設立された法人 

組 成 目 的 純投資 

出資額 50,000 US ドル 

組成日 2008 年 8 月 7 日 

出資者の概要 
SHEN PEI JIN   （沈 培今） 55.55％ 
ZHAN YE      （詹   冶） 44.45％ （平成 23 年 12 月 1 日現在） 

国内代理人の概要 

名称 アルテミス・コンサルティング・アンド・インベストメント株式会社 

所在地 東京都文京区小石川一丁目 17 番 1-B1801 号 

代表者の役職 代表取締役  山村 清 

事業内容 経営コンサルタント業 

資本金 10,000,000 円 
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上場企業とファンドとの間の 
関係 

上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直

接・間接問わず出資はありません。また、特筆すべき人的関係・

取引関係はありません。 

上場会社と国内代

理人との間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・人的

関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及

び関係会社と当該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者

及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取

引関係はありません。 

※なお、主たる出資者及びその出資比率において、本ファイナンスに伴い、出資者のSHEN PEI 
JIN （沈 培今）氏は、追加出資を行う予定であるため、出資比率が大幅に増加する予定であり

ます。なお、ZHAN YE（詹 冶）氏につきましては、追加出資の予定はありません。 
 

名称 Japan Opportunity Fund  （ジャパン  オポチュニティー  ファンド）   

所在地 
IFM Independent Fund Management A.G Austrasse 9, P.O.BOX 1121 FL- 9490 VaduZ 
Principality of Liechtenstein 

設 立 根 拠 リヒテンシュタインに設立された法人 

組 成 目 的 純投資 

出資額 233 百万円 

組成日 2006 年 12 月 19 日 

出資者の概要 
主として欧州の銀行等で構成されております。なお、出資比率が 10％を超える出資者は

おりません。 

国内代理人の概要 

名称 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

所在地 東京都千代田区丸の内 2 丁目 7-1 

代表者の役職 頭取 永易 克典 

事業内容 銀行業 

資本金 17,119 億円 （平成 23 年 3 月末） 

上場企業とファンドとの間の 
関係 

上場会社と 当該フ

ァンドとの間の関係

割当予定先は、当社普通株式 4,673,300 株（発行済株式総数の

9.53％）を保有しております。また、特筆すべき人的関係・取引関

係はありません。 

上場会社と国内代

理人との間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・人的

関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及

び関係会社と当該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者

及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取

引関係はありません。 

（省略） 
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（訂正後） 

名称 Red Drum Invest Limited （レッド ドラム インベスト リミテッド） 

所在地 P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, the BVI 

設 立 根 拠 英領バージン諸島に設立された法人 

組 成 目 的 純投資 

出資額 50,000 US ドル 

組成日 2008 年 8 月 7 日 

出資者の概要 
SHEN PEI JIN   （沈 培今） 55.55％ 
ZHAN YE      （詹   冶） 44.45％ （平成 23 年 12 月 1 日現在） 

代表者の役職及び氏名 Director LI GANG 

国内代理人の概要 

名称 アルテミス・コンサルティング・アンド・インベストメント株式会社 

所在地 東京都文京区小石川一丁目 17 番 1-B1801 号 

代表者の役職 代表取締役  山村 清 

事業内容 経営コンサルタント業 

資本金 10,000,000 円 

上場企業とファンドとの間の 
関係 

上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直

接・間接問わず出資はありません。また、特筆すべき人的関係・

取引関係はありません。 

上場会社と国内代

理人との間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・人的

関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及

び関係会社と当該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者

及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取

引関係はありません。 

※なお、主たる出資者及びその出資比率において、本ファイナンスに伴い、出資者のSHEN PEI 
JIN （沈 培今）氏は、追加出資を行う予定であるため、出資比率が大幅に増加する予定であり

ます。なお、ZHAN YE（詹 冶）氏につきましては、追加出資の予定はありません。 
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名称 Japan Opportunity Fund  （ジャパン  オポチュニティー  ファンド）   

所在地 
IFM Independent Fund Management A.G Austrasse 9, P.O.BOX 1121 FL- 9490 VaduZ 
Principality of Liechtenstein 

設 立 根 拠 リヒテンシュタインに設立された法人 

組 成 目 的 純投資 

出資額 233 百万円 

組成日 2006 年 12 月 19 日 

出資者の概要 
主として欧州の銀行等で構成されております。なお、出資比率が 10％を超える出資者は

おりません。 

国内代理人の概要 

名称 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

所在地 東京都千代田区丸の内 2 丁目 7-1 

代表者の役職 頭取 永易 克典 

事業内容 銀行業 

資本金 17,119 億円 （平成 23 年 3 月末） 

業務執行組合員等に関する事項 

名称 IFM Independent Fund Management A.G  

本店所在地 
Austrasse 9, P.O.BOX 1121 FL- 9490 VaduZ Principality of 

Liechtenstein 

国内の主たる事務

所の責任者の氏名

及び連絡先 
該当事項はありません。 

代表者の役職及び

氏名 
Luis Ott 

資本金 CHF 1,000,000 

事業内容 投資業 

主たる出資者及び

その出資比率 

Fritz Kaiser により 50.0％を超える持分を保有されており

ます。 

なお、Fritz Kaiser 以外の出資者で、出資比率が 10％を超

える出資者はおりません。 

上場企業とファンドとの間の 
関係 

上場会社と 当該フ

ァンドとの間の関係

割当予定先は、当社普通株式 4,673,300 株（発行済株式総数の

9.53％）を保有しております。また、特筆すべき人的関係・取引関

係はありません。 

上場会社と国内代

理人との間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・人的

関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及

び関係会社と当該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者

及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取

引関係はありません。 

上場会社と業務執

行組合員等との間

の関係 

 

当社と当該業務執行組合員等との間には、記載すべき資本関

係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の

関係者及び関係会社と業務執行組合員等並びに業務執行組合

員等の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 
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11～12 ページ ６．割当先の選定理由等 （2）割当予定先の選定理由 

（訂正前） 

（省略） 

Red Drum Invest Limited （レッド ドラム インベスト リミテッド） 
（省略） 
なお、Red Drum Invest Limitedの実質的な出資者である、SHEN PEI JIN （沈 培今）氏は、上海瀚叶投資

有限公司の総経理を兼務しております。上海瀚叶投資有限公司は、中国国内における上場株式を対象に、

投資運用業を営む企業であります。 
今回の資金は、本ファイナンスの払込日である平成23年12月26日までに、本ファイナンスの権利行使総額

相当額以上の金額を、沈培今氏よりRed Drum Invest Limitedへ出資をされ、新株予約権の行使を行うことの

説明を書面で受けております。なお口頭において、新株予約権の行使は、その時点での市場動向を鑑み判

断すると確認しております。 
また、参入を予定しております、取締役2名につきましては、沈培今氏は、上記のとおり、Red Drum Invest 

Limitedの主たる出資者であり、馬珺氏は、沈培今氏が代表を務める上海瀚叶投資有限公司の財務担当であ

ります。 
当社としましては、上海にて両候補者と面談を行った際に、出資を行い且つ取締役として経営に参画する

以上、当社の黒字化に協力頂き株式を中長期に保有する事を前提にしている意思表示を受けています。 

（省略） 

 
（訂正後） 

（省略） 

Red Drum Invest Limited （レッド ドラム インベスト リミテッド） 
（省略） 
 
なお、Red Drum Invest Limitedの実質的な出資者である、SHEN PEI JIN （沈 培今）氏は、上海瀚叶投資

控股有限公司の総経理を兼務しております。上海瀚叶投資控股有限公司は、中国国内における上場株式を

対象に、投資運用業を営む企業であります。 
今回の資金は、本ファイナンスの払込日である平成23年12月26日までに、本ファイナンスの権利行使総額

相当額以上の金額を、沈培今氏よりRed Drum Invest Limitedへ出資をされ、新株予約権の行使を行うことの

説明を書面で受けております。なお口頭において、新株予約権の行使は、その時点での市場動向を鑑み判

断すると確認しております。 
また、参入を予定しております、取締役2名につきましては、沈培今氏は、上記のとおり、Red Drum Invest 

Limitedの主たる出資者であり、馬珺氏は、沈培今氏が代表を務める上海瀚叶投資控股有限公司の財務担

当であります。 
当社としましては、上海にて両候補者と面談を行った際に、出資を行い且つ取締役として経営に参画する

以上、当社の黒字化に協力頂き株式を中長期に保有する事を前提にしている意思表示を受けています。 

（省略） 
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13 ページ ６．割当先の選定理由等 （6）割当予定先の実態 

（訂正前） 
（省略） 
また、当社は割当予定先であるRed Drum Invest Limited、Japan Opportunity Fund、割当予定先の出資者

であるSHEN PEI JIN （沈 培今）氏、ZHAN YE（詹  冶）氏、及びSHEN PEI JIN （沈 培今）氏が総経理を

務める、上海瀚叶投資有限公司、並びに今般取締役への参入を予定している、上海瀚叶投資有限公司の財

務担当である馬珺氏に対し、インターネット検索サイトを利用し、法人名、役員名、株主名、取引先等につい

てキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等を連想させる情報及びキーワード

を絞り込み、複合的に検索することにより、反社会的勢力との関わりを調査いたしました。その結果、反社会的

勢力等との関わりを疑わせるものが検出されませんでした。 
上記のことから、割当先におきましては、各割当先及び割当先の役員、並びに出資者が反社会勢力との取

引関係及び資本関係を一切有していないことを確認しており、当該割当先の役員または議決権を持つすべて

の関係者に暴力団、暴力団員又はそれに準ずる者である事実はないことを確認いたしております。 

 

（訂正後） 
（省略） 
また、当社は割当予定先であるRed Drum Invest Limited、Japan Opportunity Fund、割当予定先の出資者

であるSHEN PEI JIN （沈 培今）氏、ZHAN YE（詹  冶）氏、及びSHEN PEI JIN （沈 培今）氏が総経理を

務める、上海瀚叶投資控股有限公司、並びに今般取締役への参入を予定している、上海瀚叶投資控股有限

公司の財務担当である馬珺氏に対し、インターネット検索サイトを利用し、法人名、役員名、株主名、取引先

等についてキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等を連想させる情報及びキ

ーワードを絞り込み、複合的に検索することにより、反社会的勢力との関わりを調査いたしました。その結果、

反社会的勢力等との関わりを疑わせるものが検出されませんでした。 
上記のことから、割当先におきましては、各割当先及び割当先の役員、並びに出資者が反社会勢力との取

引関係及び資本関係を一切有していないことを確認しており、当該割当先の役員または議決権を持つすべて

の関係者に暴力団、暴力団員又はそれに準ずる者である事実はないことを確認いたしております。 

 

以 上 


