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（訂正）平成 26 年７月 11 日付「第４回新株予約権の行使に関するお知らせ及び主

要株主の異動に関するお知らせ」及び平成 26 年９月２日付「主要株主である筆頭株

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 26 年７月 11 日付で公表いたしました「第４回新株予約権の行使に関するお知らせ及び主

要株主の異動に関するお知らせ」及び平成 26 年９月２日付で公表いたしました「主要株主であ

る筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」の一部に訂正がございましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

１．訂正の概要及び理由 

①平成 26 年７月 11 日付公表資料の内容及び開示経緯 

 当社は、平成 26 年３月 31 日付で、第三者割当により第４回新株予約権 6,500 個（6,500 千

株）をホライズンパリテートサービス株式会社（平成 26 年５月 15 日付で株式会社ホライズンイ

ンベストメントに承継）を発行しており、当該新株予約権が平成 26 年６月２日から７月 18 日ま

での間に全て行使されたことを公表しております。 

 また、当社は、平成 26 年７月 11 日付「第４回新株予約権の行使に関するお知らせ及び主要株

主の異動に関するお知らせ」にて株式会社ホライズンインベストメントが第４回新株予約権の行

使により、保有株式数 6,100 千株で総株主の議決権の数に対する割合が 10.45％になり主要株主

である筆頭株主となったことをお伝えいたしました。 

 これは、当該新株予約権の行使の際に、株式会社ホライズンインベストメントからは行使書の

通達と払込みの伝達のみで、それ以外の報告は頂いておらず、また大量保有報告書の提出がなさ

れていなかったこと、また株式会社ホライズンインベストメントからは当社株式の保有目的が

長期保有であったとうかがっていたことから、当社は、平成 26 年６月２日から７月 11 日まで

の間に、同社が第４回新株予約権を行使し、取得した当社の株式の保有数により、主要株主であ

る筆頭株主の異動があったと判断し、その旨をお伝えいたしました。 

 

②平成 26 年９月２日付公表資料の内容及び開示経緯 



 当社は、平成 26 年９月２日付「主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知ら

せ」にて、株式会社アンリミテッドが株式会社ホライズンインベストメント等から当社株式を譲

受け主要株主である筆頭株主となったこと及び株式会社ホライズンインベストメントが主要株主

でなくなったことをお伝えいたしました。 

 これは、譲受人である株式会社アンリミテッドが東北財務局に提出した大量保有報告書は確認

できたものの、譲渡人として大量保有報告書に表示されていた株式会社ホライズンインベストメ

ントからは、大量保有報告書が提出されておらず確認ができなかったため、株式会社ホライズン

インベストメントの当時の代表者である武内秀之氏への電話にて株式会社アンリミテッドへの株

式譲渡の事実を確認し、前①の平成 26 年７月 11 日付の株式会社ホライズンインベストメントが

主要株主となった開示を踏まえ、同社が主要株主でなくなった旨をお伝えしました。 

 

③前①及び②の公表資料に訂正が必要であると判明した経緯 

当社は、平成 26 年 11 月 13 日付「主要株主の異動に関するお知らせ」にて開示しましたとお

り、平成 26 年９月末時点の株主名簿を確認しましたことにより、株式会社ホライズンインベス

トメントの保有株式が０株となっていることを認識したことから、「平成 26 年９月２日付『主要

株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ』の訂正が必要になる可能性がある」

旨をお伝えしました。そして、「同社は大量保有報告書を提出しておらず事実確認ができないた

め、現在同社に調査を行っており、結果が判明次第、すみやかに開示」することとして、調査を

しておりました。 

その結果、前①の公表資料では株式会社ホライズンインベストメントが主要株主となった旨の

開示をしておりましたが、実際には同社は主要株主ではなかったこと、また、前②の公表資料で

は株式会社ホライズンインベストメントが主要株主でなくなった旨の開示をしておりましたが、

実際には同社はそもそも主要株主でなかったことが判明いたしました。 

判明した株式会社ホライズンインベストメントの当社株式の保有状況の概略は以下のとおりで

す。 

（保有株式数、議決権割合） 

公表資料の内容 実際の状況 

前①の公表資料 

平成26年７月11日現在 
6,100千株(10.45%)

平成26年６月30日現在 3,032千株( 5.34%)

平成26年７月11日現在 5,632千株( 9.65%)

前②の公表資料 

平成26年８月28日現在 
4,273千株( 6.87%)

平成26年８月28日現在 710千株( 1.14%)

平成26年９月10日現在 0千株(    0%)

また、株式会社ホライズンインベストメントは、平成 26 年６月２日から７月 18 日までの間に

第４回新株予約権を全て行使する一方、平成 26 年６月 12 日から平成 26 年９月 10 日までの間に

当該行使株式全てにつき市場外譲渡と市場内売却がなされており、平成 26 年７月 18 日の行使時

点で議決権は 10％を超過したものの、同日に有限会社ワイズプランニングに譲渡したことによ

り、10％未満となっておりました。そのため、株式会社ホライズンインベストメントが主要株主

であった期間がなかったことも判明いたしました。 



なお、平成 26 年２月 27 日付「第三者割当により発行される第４回新株予約権の募集及びコミ

ットメント条項付募集新株予約権引受契約締結に関するお知らせ」及び平成 26 年６月３日付

「第４回新株予約権の移動及び行使に関するお知らせ」にて、株式会社ホライズンインベストメ

ントの当社株式の保有方針が当社の支援を目的とした長期保有であること及び第４回新株予約権

の行使資金は自己資金であることをお伝えしておりますが、株式会社ホライズンインベストメン

ト株式は、６月初旬頃、前の代表取締役である武内秀之氏より現在の代表取締役である日下賢一

郎氏に譲渡されており、日下氏の自己資金及び投資家からの預かり資金により行使が行われた上、

平成 26 年９月 10 日時点で当該行使分を全て譲渡・売却し、株式会社ホライズンインベストメン

トは現在当社株式を保有しておりません。また、日下氏自身も、株式会社ホライズンインベスト

メント、合同会社会社コンシェルジュから当社株式を譲受けたことは既に公表しておりますが平

成 26 年 10 月 20 日までに市場売却され当社株式は保有されておりません。 

以上により、平成 26 年７月 11 日付「第４回新株予約権の行使に関するお知らせ及び主要株主

の異動に関するお知らせ」の一部、平成 26 年９月２付「主要株主である筆頭株主の異動に関す

るお知らせ」の一部を訂正するものであります。 

 情報の更新が遅くなり、訂正が遅くなったことをお詫びいたします。 

 

２．訂正内容 

 訂正箇所につきましては、下線を付しております。 

 

①平成 26 年７月 11 日「第４回新株予約権の行使に関するお知らせ及び主要株主の異動に関する

お知らせ」 

  

【表題】 

（訂正前） 

「第４回新株予約権の行使に関するお知らせ及び主要株主の異動に関するお知らせ」 

（訂正後） 

「第４回新株予約権の行使に関するお知らせ」 

  

【前文】 

（訂正前） 

（略） 

また、この新株予約権の行使により当社の主要株主の異動が生じたことが判明しましたの

で、併せてお知らせいたします。 

（訂正後） 

（略） 

削除 

 



【Ⅱ 主要株主の異動について】 

（訂正前） 

１．～４．（略） 

（訂正後） 

削除 

 

②平成 26 年９月２日「主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」 

 

【表題】 

（訂正前） 

「主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」 

（訂正後） 

「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」 

  

【１．異動が生じた経緯】 

（訂正前） 

（略） 

また、上記譲受について、株式会社ホライズンインベストメントは大量保有報告書では確

認できませんでしたので、電話にて問い合わせいたしましたところ、株式会社アンリミテッ

ドに対して保有株式の一部を譲渡したことの確認及び当社の主要株主でなくなったことの確

認が取れました。なお、その他の譲受先の株主については、報告を受けておりません。 

（訂正後） 

（略） 

また、上記譲受について、株式会社ホライズンインベストメントは大量保有報告書では確

認できませんでしたので、電話にて問い合わせいたしましたところ、株式会社アンリミテッ

ドに対して保有株式の一部を譲渡したことの確認が取れました。なお、その他の譲受先の株

主については、報告を受けておりません。 

 

【２．異動した株主の概要】 

（訂正前） 

②主要株主でなくなる株主の名称等 

（略） 

（訂正後） 

削除 

 

【３．当該株主の議決権の数（所有株式数）及び総株主数の議決権の数に対する割合】 

（訂正前） 



②株式会社ホライズンインベストメント 

（略） 

（訂正後） 

削除 

 

【５．今後の見通し】 

（訂正前） 

（略） 

なお、株式会社ホライズンインベストメントは、平成 26 年６月３日付「第４回新株予約

権の移動及び行使に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社株式について長期保

有方針としておりますため、電話にてお問い合わせしましたところ、「株式会社ホライズン

インベストメントとしては、株式会社アンリミテッドより譲受希望をいただいた際に、同じ

く長期保有目的であると伺ったため、当社に資金需要もあり譲渡に応じたものである」旨の

回答を得ました。株式会社ホライズンインベストメントの今後の保有方針については、「基

本において長期保有であることについて変更はない」とのことです。 

（訂正後） 

（略） 

なお、株式会社ホライズンインベストメントは、平成 26 年６月３日付「第４回新株予約

権の移動及び行使に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社株式について長期保

有方針としておりますため、電話にてお問い合わせしましたところ、「株式会社ホライズン

インベストメントとしては、株式会社アンリミテッドより譲受希望をいただいた際に、同じ

く長期保有目的であると伺ったため、当社に資金需要もあり譲渡に応じたものである」旨の

回答を得ました。また、株式会社ホライズンインベストメントの今後の保有方針については、

「基本において長期保有であることについて変更はない」との回答を得ましたが、実際には、

両社ともに市場外譲渡と市場内売却が頻繁に行われており、回答及び既に開示した株式会社

ホライズンインベストメントの保有方針や使途資金とは相違していることが判明いたしまし

た。当社としては、今後、第三者割当を行う際には、割当後短期間で開示した内容と相違が

発生することのないよう、割当予定先の資力及び保有方針につき十分に確認してまいります。 

 

３．今後の見通し 

 当社は、今回の訂正に関しましては、株式会社ホライズンインベストメントが大量保有報告書

を提出していなかった等の状況があったとしても、平成 26 年６月 30 日現在の株主名簿及び平成

26 年９月 30 日現在の株主名簿を速やかかつ適切に確認しておれば、このような訂正に至らなか

ったかあるいは速やかに訂正できたことから、改善措置を実施することとしており、その旨を本

日付「改善報告書における改善措置の追加的実施について」にて公表しております。 

以上 


