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    2022 年 11 月 14 日 

 

各 位  

会 社 名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 

代表者名 代表取締役社長 CEO サイモン・ゲロヴィッチ 

  （スタンダード市場 コード：3350） 

問合せ先 取締役 CFO 王生 貴久 

電話番号 050-5835-0966 

 

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 

当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生したことを確認いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 異動に至った経緯 

2022 年 10 月４日付でイーブイオーファンドエルエルシー（EV O FUND LLC）より大量保有報告書（変更

報告書）が提出されており、同報告書において 2022 年９月 27 日付で当社の親会社及び主要株主である

筆頭株主のイーブイオーファンドエルエルシー（EV O FUND LLC）が保有株式を EVO FUNDに対して譲

渡し共同保有者ではなくなったことから、イーブイオーファンドエルエルシー（EV O FUND LLC）は、当社

の親会社及び主要株主である筆頭株主でなくなりました。 

また、これにより、2022 年９月 27 日付で新たに EVO FUND が当社の主要株主である筆頭株主となりま

した。 

 

２. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について 

（１）親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要 

（１） 名称 
イーブイ オー ファンド エルエルシー 

（EV O FUND LLC） 

（２） 所在地 

アメリカ合衆国、デラウェア州 19801、ニューキャッスル郡、ウィ

ルミントン、オレンジ・ストリート 1209 

（1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, in the 

Country of New Castle, United States of America） 

（３） 代表者の役職・氏名 オフィサー リチャード・チゾム （Richard Chisholm） 

（４） 事業内容 投資業 

（５） 資本金 100 米ドル 

（６） 設立年月日 2021 年３月 18 日 

（７） 出資者及び出資比率 EVO FUND 100.00％ 

（８） 当社との関係 
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資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）「所有割合」とは、(i)当社が 2022 年８月 15 日に提出した第 24 期第２四半期（自 2022 年４月１日 

至 2022 年６月 30 日）四半期報告書（以下「本四半期報告書」といいます。）に記載された 2022 年

６月 30 日現在の当社の発行済普通株式総数（57,192,187 株）に、(ii)2022 年９月 17日現在残存す

る全ての本新株予約権（54,500 個）の目的となる株式数(合計 545,000 株)を加算した数(57,737,187

株)から、2022 年６月 30 日現在の当社が所有する自己株式数（18,700 株）を控除した株式数

（57,718,487 株）に占める割合をいいます（小数点以下第三位を四捨五入。以下同じです。）。 

 

（２）新たに主要株主である筆頭株主に該当する株主の概要 

（１） 名称 
エボファンド 

（EVO FUND） 

（２） 所在地 

ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・

ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ（ケイ

マン）リミテッド方 

（ c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, One 

Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman 

Islands） 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役 リチャード・チゾム （Richard Chisholm） 

（４） 事業内容 投資業 

（５） 資本金 83,925,419.85 米ドル 

（６） 設立年月日 2006 年 12 月 22 日 

（７） 出資者及び出資比率 マイケル・ラーチ（Michael Lerch） 100.00％ 

（８） 当社との関係 

 

資本関係 当社株式 30 株（所有割合（注１）0.00％）を所有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 

EVO FUNDの関係会社である EVOLUTION JAPAN アセットマ

ネジメント株式会社が当社に対し、2022 年３月 18 日に 3,000 万

円、2022 年４月 26 日に 1 億 3,250 万円の運転資金融資を行っ

ております。 

また、EVO FUND が当社に対し、当社が借り入れている銀行融

資の更新手続きに係る資金として、2022 年７月 29 日に 1 億

1,882 万円の融資を行っております。 

また、EVO FUND より下記 3 件の借入をしております。 

① 運転資金の為 

・借入金額 ：USD157,000 ドル（約 22,308 千円） 
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・借入利率 ：年 3.0％ 

・借入実行日 ：2022 年９月 15 日 

・借入期間 ：2022 年 11 月 30 日 

・返済方法 ：一括返済 

・担保の有無 ：無 

② 運転資金の為 

・借入金額 ：5,000 千円 

・借入利率 ：年 3.0％ 

・借入実行日 ：2022 年９月 29 日 

・借入期間 ：2022 年 11 月 30 日 

・返済方法 ：一括返済 

・担保の有無 ：無 

③ 運転資金の為 

・借入金額 ：5,000 千円 

・借入利率 ：年 3.0％ 

・借入実行日 ：2022 年 10月 25 日 

・借入期間 ：2022 年 11 月 30 日 

・返済方法 ：一括返済 

・担保の有無 ：無 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）「所有割合」とは、(i)当社が 2022 年８月 15 日に提出した第 24 期第２四半期（自 2022 年４月１日 

至 2022 年６月 30 日）四半期報告書（以下「本四半期報告書」といいます。）に記載された 2022 年

６月 30 日現在の当社の発行済普通株式総数（57,192,187 株）に、(ii)2022 年９月 17日現在残存す

る全ての本新株予約権（54,500 個）の目的となる株式数(合計 545,000 株)を加算した数(57,737,187

株)から、2022 年６月 30 日現在の当社が所有する自己株式数（18,700 株）を控除した株式数

（57,718,487 株）に占める割合をいいます（小数点以下第三位を四捨五入。以下同じです。）。 

 

（３）当該異動前後における株主の所有する議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数 

①EV O FUND LLC 

 属性 

議決権の数（議決権所有割合、所有株式数） 大株主

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
親会社及び主要株主

である筆頭株主 

406,924 個 

（70.50％） 

（40,692,453 株） 

― 

406,924 個 

（70.50％） 

（40,692,453 株） 

第１位 

異動後 ― 

0 個 

（0％） 

（0 株） 

― 

0 個 

（0％） 

（0 株） 

― 

（注）「議決権所有割合」とは、(i)本四半期報告書に記載された2022年６月30日現在の当社の発行済普

通株式総数（57,192,187株）に、(ii)2022年９月17日現在残存する全ての本新株予約権（54,500個）の



4 

目的となる株式数(合計545,000株)を加算した数(57,737,187株)から、2022年６月30日現在の当社が

所有する自己株式数（18,700株）を控除した株式数（57,718,487株）に係る議決権数（577,184個）を分

母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。 

 

②EVO FUND 

 属性 

議決権の数（議決権所有割合、所有株式数） 大株主

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 親会社 

0 個 

（0％） 

（30 株） 

406,924 個 

（70.50％） 

（40,692,453 株） 

406,924 個 

（70.50％） 

（40,692,483 株） 

第１位 

異動後 

親会社及び主

要株主である

筆頭株主 

400,254 個 

（69.98％） 

（40,025,483株） 

― 

400,254 個 

（69.98％） 

（40,025,483株） 

第１位 

   （注１）「議決権所有割合」とは、(i)本四半期報告書に記載された 2022年６月 30日現在の当社の発行済普

通株式総数（57,192,187 株）に、(ii)2022 年９月 17 日現在残存する全ての本新株予約権（54,500 個）

の目的となる株式数(合計 545,000 株)を加算した数(57,737,187 株)から、2022 年６月 30 日現在の当

社が所有する自己株式数（18,700株）を控除した株式数（57,718,487株）に係る議決権数（577,184個）

を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。 

  （注２）2022 年 10 月５日付で EVO FUND より大量保有報告書（変更報告書）が提出されており、同報告書

において 2022 年９月 28 日付で当社の株式 667,000 株を処分しております。しかしながら、当社の親

会社及び主要株主である筆頭株主の変更はありません。 

 

（４）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無 

EVO FUNDが当社における非上場の親会社等として開示対象となります。 

 

３．今後の見通し 

2022 年９月 27 日付で新たに EVO FUND が当社の主要株主である筆頭株主となりましたが、引き続き

EVO FUND が親会社でありますので、当社株式の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における上

場は維持する方針を共通認識としております。 

なお、当該親会社及び主要株主である筆頭株主の異動が当社の業績に与える影響につきましては、今

後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 

以上 


