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2012年４月23日 

各 位 

会 社 名 ：ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー

（ コ ー ド ：３８２７ 東証マザーズ） 

代 表 者 名 ： 高経営責任者（CEO） ルパート・イーストウッド

代 理 人 名 森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡 

問 合 せ 先 ：財務部長 津金美紀子 

（電話番号 ：０３－６４０２－７６６０） 

 

ソシエテ ジェネラルによるワラントの行使並びに 

主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動等に関するお知らせ 

 

ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー（以下「当社」といいます。）は、2010 年６月５日

発表「リサーチ・サービス契約の締結及び第三者割当によるワラントの発行に関するお知らせ」でお知ら

せしました通り、2010 年６月５日付けで、ソシエテ ジェネラル SA（以下「ソシエテ ジェネラル」とい

います。）との間で、日本を含むアジアにおけるリサーチ・サービスの提供にかかるリサーチ・サービス

契約（以下「リサーチ・サービス契約」といいます。）を締結するとともに、同社に対して、権利行使期

間を 2012 年６月５日から 2015 年６月５日、行使価額の総額を 2,000,000 ユーロ（219,420 千円、1,671,899

ポンド）、目的となる株式数を本ワラント行使後の発行済株式数の 24.99％に相当する株式数とするワラ

ント（以下「本ワラント」といいます。）を発行いたしました。 

 

当社は、2012 年４月 20 日（英国ロンドン時間）の当社取締役会において、ソシエテ ジェネラルによる

本ワラントの繰上行使を可能とするため、本ワラントの行使の条件を変更することを決議いたしました。

また、同取締役会において、当社とソシエテ ジェネラルとの間で、ソシエテ ジェネラルが、本ワラント

行使後の当社の発行済株式数の 24.99％に相当する 27,453 株を取得すべく、本ワラントを行使すること等

を内容とする追加合意書（以下「本合意書」といいます。）を締結することについても決議し、同日、ソ

シエテ ジェネラルとの間で本合意書を締結いたしましたので、併せてお知らせいたします。本合意書に基

づき、ソシエテ ジェネラルは、本ワラント全部の行使及び本ワラントの行使による新株発行にかかる払い

込み（払込価額の総額 2,000,000 ユーロ（219,420 千円、1,671,899 ポンド。１株あたりの引受価額 7,992

円とほぼ同額。）を 2012 年５月４日 15 時（英国ロンドン時間）までに完了し、同日に本ワラント行使後

の当社の発行済株式数の 24.99％に相当する 27,453 株を取得することとなる結果、当社の主要株主である

筆頭株主及びその他の関係会社の異動が発生する見込みです。なお、本ワラントが行使されることにより、

当社株式の発行株式済総数は 109,855 株となる見込みです。 

また、当社は、本合意書において、ソシエテ ジェネラルに対して、当社社外取締役１名の選任権及びソ
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シエテ ジェネラルが当社発行済株式数の 24.99％の持株比率を維持するための、当社の新株発行にかかる

先買権を付与することについても合意しています。 

 

1. 本ワラント行使の内容 

 

当社とソシエテ ジェネラルは、本合意書において、本ワラントの行使期間を 2012 年３月１日から 2015

年６月５日とすること、ソシエテ ジェネラルは、2012 年５月４日 15 時（英国ロンドン時間）までに本ワ

ラント全てを行使すること（払込価額の総額 2,000,000 ユーロ（219,420 千円、1,671,899 ポンド））を、

当社は、ソシエテ ジェネラルに対して、本ワラントの行使日に、27,453 株の当社新株式を発行すること

に合意しています。なお、本ワラントの行使による新株発行にかかる１株あたりの払込金額は、１株あた

りの引受価額 7,992 円とほぼ同額であり、当該払い込みについては、本ワラント行使日になされる予定で

す。 

 

2. 本ワラントの繰上行使による影響 

 

当社では、本ワラントが行使されることにより、ソシエテ ジェネラルとの関係強化が図られるとともに、

当社グループのバランスシートの状況が改善されるものと考えております。 

2011 年度末の当社グループの連結純資産は、1,405,554 ポンド（168,357 千円）のマイナスであり、2011

年度末時点において債務超過の状況となっておりますが、本ワラント行使による新株発行にかかる調達資

金（諸経費約 15,000 ポンド（1,967 千円）の控除後）により、当社グループのバランスシートの状況は改

善され、当連結会計年度の業績予想である連結純利益ゼロを前提とすると、現時点では、当連結会計年度

末日における当社グループの債務超過の状況は解消されることが見込まれます。 

なお、今後のアジア株式リサーチ・サービス事業への事業投資については、日本株式とアジア株式にか

かる事業の一体化を促進するために適正な人員体制の確立を図れたことで、ほぼ完了しており、また現時

点で新たな事業投資については予定しておりません。 

当社取締役会は、現人員体制での収益の 大化に注力し、プラスのキャッシュフロー及び事業の収益体

質への転換を図ってまいります。 

 

3. 当社の取締役への選任 

 

 当社取締役会は、本合意書において、2013 年３月に開催予定の 2012 年度の株主総会に先立ち、ソシエ

テ ジェネラルの従業員１名を当社の社外取締役へ選任することについて承認しています。また、ソシエテ 

ジェネラルに対する当社社外取締役１名の永続的な選任権の付与に関する定款規定の変更についても同株

主総会に付議することを承認しています。なお、当該選任権については、本ワラントの発行時にソシエテ ジ

ェネラルと締結した合意書（Framework Collaboration Agreement）が解除されていないこと、ソシエテ ジ

ェネラルが 20％を下限とする当社発行済株式の保有を維持していること等が条件となります。 
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4. 先買権の付与について 

 

 当社は、本合意書において、ソシエテ ジェネラルが当社発行済株式数に対する 24.99 ％の持株比率を

維持するため、当社が新株等を発行する場合又は従業員向けのストック・オプション制度（以下「ストッ

ク・オプション制度」といいます。）に基づき発行されたストック・オプションが行使される場合におけ

る当社新株式等にかかる先買権を、ソシエテ ジェネラルに対して付与することを合意しています。なお、

当該先買権の行使については、本ワラントの発行時にソシエテ ジェネラルと締結した合意書（Framework 

Collaboration Agreement）が解除されていないこと、ソシエテ ジェネラルが 20％を下限とする当社発行

済株式の保有を維持していること等が条件となります。 

ソシエテ ジェネラルが先買権を行使する場合に支払われる金額は１株あたり、a)第三者に新株式等を発

行する場合は、かかる新株等の払込価額と同額、b)ストック・オプション制度に基づきストック・オプシ

ョンが行使される場合は、ストック・オプションの行使に先立つ 20 取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社株式の終値平均又は2012年４月20日前に発行されたストック・オプションが行使される場合は、

当該ストック・オプションの行使価額と同額となります。 

なお、当社がかかるソシエテ ジェネラルに対する義務を履行するため、当社とソシエテ ジェネラル双

方の合意を前提とした上で、当社が新株の発行に代わり市場内外で当社株式を取得し、当該株式がソシエ

テ ジェネラルに交付される場合もあります。 

 

5. 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が発生する経緯 

 

上記で述べた通り、ソシエテ ジェネラルにより、2012 年５月４日 15 時（英国ロンドン時間）までに本

ワラントが全て行使され、当該日に当社株式 27,453 株が取得される予定であり、その結果、下記の通り主

要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が発生する見込みです。 

 

6. 異動する株主の概要 

(1) 主要株主である筆頭株主でなくなる見込みである株主の氏名等 

氏名 ルパート・イーストウッド 

住所 英国ロンドン市 

 

(2) 当該株主の所有議決権数及び総株主の議決権の数に対する割合 

 議決権の数 

（所有株式数） 

当該株主総株主の議決権

の数に対する割合  順位 

異動前 18,543 個 

（18,543 株） 
22.50％ 第１位 

異動後 18,543 個 

（18,543 株） 
16.88％ 第２位 
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(注）1 総株主の議決権の数に対する割合は、2012 年３月 31 日を基準にした総株主の議決権の数

に基づき算出しております。 

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 ：0株 

2012 年３月 31 日現在の発行済株式数に本ワラント行使により発行される株式数を加算し

た数：109,855 株 

(注）2  大株主順位は、平成 23 年 12 月 31 日現在の大株主の状況に基づき、現時点において当社 

にて想定した順位を記載しております。 

(注）3 「総株主の議決権の数に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

 

(3) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当する見込みである株主の概要 

(1) 名称 ソシエテ ジェネラル SA 

(2) 所在地 フランス共和国 パリ市 29 区 ブルバール オスマン  
(3) 代表者の役職・氏名 CEO, フレデリック・ウデア氏 
(4) 事業内容 銀行業 
(5) 資本金 9.7 億ユーロ（2011 年 12 月 31 日時点） 
(6) 設立年月日 1864 年５月４日 
(7) 連結純資産 511 億ユーロ（2011 年 12 月 31 日時点）  
(8) 連結総資産 1 兆 1,814 億ユーロ（2011 年 12 月 31 日時点） 

(9) 大株主及び持株比率 

当該会社の株式はユーロネクスト・パリに上場しておりま

す。当該会社の大株主は以下の通りです (2011 年 12 月 31

日時点): 
 
従業員持株制度を通じて保有する従業員・元従業員 
グルパマ.  
CDC 預金供託金庫 
明治安田生命保険相互会社 
CNP アシュアランス 

10.13%
5.55%
2.78%
2.74%
1.25%

(10) 当社との関係  
 
 
 

資本関係 当該会社は当社発行済株式数の 24.99％を保有する見込みです。 

 
 
 人的関係 

当社は、当該会社に対して、当該会社の従業員 1名を当社社外取締役へ

選任する権利を付与する予定です。本件については、選任された時点で

別途お知らせいたします。 

 
 
 

取引関係 当社は当該会社との間で北東アジア（日本、香港、中国、台湾及び韓国）

におけるリサーチ・サービス契約を締結しています。  
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(4) 当該株主の所有議決権数及び総株主の議決権の数に対する割合 

 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  順位 

異動前 － － － 

異動後 27,453 個 

（27,453 株） 
24.99％ 第１位 

(注）1 総株主の議決権の数に対する割合は、2012 年３月 31 日を基準にした総株主の議決権の数

に基づき算出しております。 

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 ：0株 

2012 年３月 31 日現在の発行済株式数に本ワラント行使により発行される株式数を加算し

た数：109,855 株 

(注）2 大株主順位は、平成 23 年 12 月 31 日現在の大株主の状況に基づき、現時点において当社に

て想定した順位を記載しております。 

(注）3 「総株主の議決権の数に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

7. 異動見込日 

2012 年５月４日までの営業日（ロンドン時間） 

 

8. 今後の見通し 

当社取締役会は、ソシエテ ジェネラルが、今後も当社グループとの事業提携関係を強化すべく、予

測できる将来にわたり 24.99％の水準で当社株式を保有する意思があることを確認しております。 

 

9. 業績における影響 

当社では、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が生じることによる当社グループの

業績への著しい影響はないものと考えております。 

 

（注）括弧内に表示されている金額は、便宜上、2012 年３月 31 日現在の東京外国為替市場における外

国為替交換レート(仲値)、１ユーロ＝109.71 円、１ポンド＝131.24 円で換算された金額でありま

す。但し、2011 年 12 月 31 日における連結純資産についての数値は、2011 年 12 月 31 日現在の東

京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、１ポンド＝119.78 円で換算された金額であ

ります。 

 

以   上 


