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平成 25 年９月２日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 Ｔ ＆ Ｃ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

代 表 者 名  代表取締役  田 中 茂 樹 

  （コード番号：３８３２） 

問 合 せ 先  取 締 役  松 本 貞 子 

（ TEL. ０３－５４４３－７４８９） 

 

 

〈訂正〉「第三者割当により発行される株式（現物出資（デットエクイティスワップ））の募集並びに 

筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 

 平成 25 年８月 26 日付で公表いたしました標記開示資料につきまして、一部訂正がありましたのでお知らせいた

します。 

 

 

訂正の内容〈訂正箇所は下線部にて表示しております。〉 

Ⅰ. 第三者割当増資 

３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（2）調達する資金の具体的な使途 

 

(訂正前) 

借入先 借入日 借入金額 使途 

≪前略≫ 

ロー・ブン・ファ 平成 23 年 11 月 30 日 6,567 千円 人件費 4,511 千円、事務所家賃 2,056 千円 

≪略≫ 

Tiger Financial 

Management GmbH 

平成 25 年５月 14 日 10,000 千円 人件費 5,640 千円、事務所家賃 1,153 千円、子

会社 T&C Financial Research USA, Inc. 人件費

1,900 千円、T&C XTF, Japan 人件費 1,307 千円 

(訂正後) 

借入先 借入日 借入金額 使途 

≪前略≫ 

ロー・ブン・ファ 平成 23 年７月 11 日 6,567 千円 人件費 4,511 千円、事務所家賃 2,056 千円 

≪略≫ 

Tiger Financial 

Management GmbH 

平成 25 年５月 14 日 10,000 千円 人件費 5,640 千円、事務所家賃 1,153 千円、子

会社 T&C Financial Research USA, Inc. 人件費

1,900 千円、XTF, Inc.人件費 1,307 千円 

 

５. 発行条件等の合理性 

（1）発行価格及び発行条件の合理性に関する考え方 

 

(訂正前) 

この価格を採用したのは、平成 25 年７月 16 日の平成 25 年 11 月期第２四半期決算発表後の株価が、直近の市場

価格として当社株式の価値をより公正に反映していると判断したこと及び、 

(訂正後) 

この価格を採用したのは、平成 25 年７月 12 日の平成 25 年 11 月期第２四半期決算発表後の株価が、直近の市場
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価格として当社株式の価値をより公正に反映していると判断したこと及び、 

 

（3）金銭以外の財産の現物出資の目的とする財産の内容 

田中茂樹 

（2）求償債務 

(訂正前) 

当社は、平成 23 年 10 月 27 日付でフォーエブリ株式会社から 30,000 千円を借り入れ、平成 24 年 2 月 14 日付で

貸金返還請求訴訟を提起され、平成 24 年５月 21 日付で支払を命ずる判決を受けました。 

(訂正後) 

当社は、平成 23 年 10 月 27 日付でフォーエブリ株式会社から 30,000 千円を借り入れ、平成 24 年 2 月 14 日付で

貸金返還請求訴訟を提起され、平成 24 年５月 15 日付で支払を命ずる判決を受けました。 

 

ロー・ブン・ファ氏 

(訂正前) 

借入日において 100,000 シンガポールドル（平成 23 年 7 月 11 日のレートで換算 6,567 千円）を借入れましたが、

平成 25 年７月 25 日の為替レート（79.08 円）を用いて 7,908 千円に換算し、円貨の借入れに変更する旨の覚書を

平成７月 26 日付で締結しております。 

(訂正後) 

借入日において 100,000 シンガポールドル（平成 23 年 7 月 11 日のレートで換算 6,567 千円）を借入れましたが、

平成 25 年７月 25 日の為替レート（79.08 円）を用いて 7,908 千円に換算し、円貨の借入れに変更する旨の覚書を

平成 25 年７月 26 日付で締結しております。 

 

SG Investments, Ltd. 

(訂正前) 

②借入日において 13,000,000 円を借入れましたが、平成 25 年７月 14 日に 700,000 円は返済いたしました。 

(訂正後) 

②借入日において 13,000,000 円を借入れましたが、平成 25 年７月 16 日に 700,000 円は返済いたしました。 

 

株式会社ジーティーアイ 

(訂正前) 

 当社は、平成 22 年８月 24 日に実施した香港東盛禾投資集圑有限公司を割当先とした第三者割当増資後、当社代表

取締役田中と取締役である王の共通の知人からフルブライト投資事業有限責任組合を紹介されました。 

(訂正前) 

 当社は、平成 22 年８月 24 日に実施した香港東盛禾投資集圑有限公司を割当先とした第三者割当増資後、当社代表

取締役田中と香港東盛禾投資集圑有限公司の代表者である王の共通の知人からフルブライト投資事業有限責任組合

を紹介されました。 
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６. 割当先の選定理由等 

（1）割当先の概要 

 

株式会社ジーティーアイ 

〈訂正前〉 

⑭ 近３年間の経営成績及び財務状態        （百万円） 

〈訂正後〉 

⑭ 近３年間の経営成績及び財務状態        （千円） 

 

（2）割当先を選定した理由 

① 田中茂樹 

（未払報酬債務） 

〈訂正前〉 

田中は当社に対して平成 22 年 12 月から平成 24 年６月までの未払報酬債権 16,304 千円を有しております。 

〈訂正後〉 

田中は当社に対して平成 22 年 12 月から平成 25 年６月までの未払報酬債権 16,304 千円を有しております。 

 

② 井上勇 

（未払報酬債務） 

〈訂正前〉 

井上は当社に対して平成 23 年９月から平成 24 年６月までの未払報酬債権 7,680 千円を有しております。 

〈訂正後〉 

井上は当社に対して平成 23 年９月から平成 25 年６月までの未払報酬債権 7,680 千円を有しております。 

 

⑥ 眞城利浩氏 

(訂正前)  

眞城利浩氏は、不動産賃貸業を営む協進株式会社（愛知県名古屋市千種区今池三丁目 35 番１号 代表取締役  

 眞城利浩）の代表取締役です。平成 22 年６月２日に実施した当社の第三者割当増資において 500 株を取得した  

 株主であり、その後売却により利益を得られました。 

(訂正後)  

眞城利浩氏は、不動産賃貸業を営む協進株式会社（愛知県名古屋市千種区今池三丁目 35 番１号 代表取締役  

 眞城利浩）の代表取締役です。平成 22 年６月 10 日に実施した当社の第三者割当増資において 500 株を取得した 

 株主であり、その後売却により利益を得られました。 

 

 ⑧ 梅村文和氏及び⑨梅村晋平氏 

(訂正前)  

  残額 6,534 千円については、平成 25 年９月に未払税金及び支払報酬に充当する予定です。 

(訂正後)  

  残額 6,341 千円については、平成 25 年９月に未払税金及び支払報酬に充当する予定です。 

 

⑬ Tiger Financial Management GmbH 

(訂正前)  

  Tiger Financial Management GmbH は、警備業を営む株式会社ピースメーカー(愛知県名古屋市東区白壁 3-24-  

 58)の代表取締役である黄元圭氏の配偶者が株主である株式会社ジーザスがグローバル投資を行うことを目的に  

 平成 22 年４月にスイスに設立された投資会社です。  

(訂正後)  

  Tiger Financial Management GmbH は、警備業を営む株式会社ピースメーカー(愛知県名古屋市東区白壁 3-24-
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58)の代表取締役である黄元圭氏の配偶者が株主である株式会社ジーザスがグローバル投資を行うことを目的に平

成 24 年４月にスイスに設立された投資会社です。  

 

⑭ 株式会社ジーティーアイ 

(訂正前)  

譲受人であるフォーエブリ株式会社は、①の金銭債権については平成 24 年２月 22 日付で、②の金銭債権につ

いては平成 24 年２月 23 日付で、また③の金銭債権については平成 24 年２月 14 日付で当社に対して貸金返還請

求訴訟を提訴し、それぞれ平成 24 年８月 20 日、平成 24 年８月 21 日、平成 24 年５月 15 日付で当社に対し支払

を命ずる判決言渡がなされました。 

≪中略≫ 

 なお、株式会社ジーティーアイに移転していない金銭債権①の元本 13,269 千円については、引き続きフォー  

  エブリ株式会社が有しております。 

(訂正後)  

 譲受人であるフォーエブリ株式会社は、①の金銭債権については平成 24 年２月 23 日付で、②の金銭債権につ 

 いては平成 24 年２月 22 日付で、また③の金銭債権については平成 24 年２月 14 日付で当社に対して貸金返還   

 請求訴訟を提訴し、それぞれ平成 24 年８月 21 日、平成 24 年８月 20 日、平成 24 年５月 15 日付で当社に対し支 

 払を命ずる判決言渡がなされました。 

≪中略≫ 

なお、株式会社ジーティーアイに移転していない金銭債権①の元本 13,249 千円については、引き続きフォー

エブリ株式会社が有しております。 

 

（4）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

① 田中茂樹 

(訂正前)  

 現物出資の対象となる田中からの借入金 67,406 千円のうち、平成 23 年 12 月 29 日付 49,906 千円については、

田中が、平成 23 年 12 月 29 日に当社の筆頭株主である京都香港發展有限公司の実質的オーナーである衛氏から借

入れた資金を、当社に貸付けたものです。 

(訂正後)  

 現物出資の対象となる田中からの借入金 67,256 千円のうち、平成 23 年 12 月 29 日付 49,906 千円については  

田中が、平成 23 年 12 月 29 日に当社の筆頭株主である京都香港發展有限公司の実質的オーナーである衛氏か     

ら借入れた資金を、当社に貸付けたものです。 

 

Ⅱ．筆頭株主及び主要株主の異動 

３. 当該株主の所有に係る議決権の数及び議決権の総数に対する割合 

 

  田中茂樹 

（訂正前） 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 
2,131 個 

(2,131 株) 
 7.79％ 第 2位 

（訂正後） 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 
2,131 個 

(2,131 株) 
 7.80％ 第 2位 

以上 


