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2022 年３月 23日 

各   位 

会 社 名 株式会社ネクスグループ 

代 表 者 名 代表取締役社長   石原 直樹 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 6634） 

問 合 せ 先  

役職・氏名 取締役管理本部長  齊藤 洋介 

電 話 03-5766-9870 

 

 

（経過開示）親会社、その他の関係会社の異動及び 

主要株主の異動に関するお知らせ 

 

 2022年２月15日に公表いたしました「第三者割当増資による普通株式の発行（現物出資（デット・

エクイティ・スワップ））、主要株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ」について、2022年

３月23日付で、当社の親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動がありましたので、下記のとお

り、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．第三者割当増資の概要 

(1)発行新株式 株式会社ネクスグループ 普通株式 6,423,723 株 

(2)発行価額 １株当たり 159円 

(3)発行価額の総額 1,021,371,957円 

（株式会社スケブベンチャーズ、株式会社ケア・ダイナミクス、

株式会社イーフロンティア及び株式会社フィスコが当社に対して

有する債権を現物出資） 

(4)募集又は割当方法 第三者割当による 

(5)資本組入額 資本金         510百万円 

資本準備金       510百万円 

(6)払込期日 2022年３月23日 

(7)出資の目的とする財産の 

内容及び価額 

出資の目的とする財産は、株式会社スケブベンチャーズが当社に

対して有する金銭債権及び普通社債残高合計709,999,872円、株式

会社ケア・ダイナミクスが当社に対して有する金銭債権残高合計

59,999,922円、株式会社イーフロンティアが当社に対して有する

金銭債権残高合計224,999,946円、株式会社フィスコが当社に対し

て有する売掛債権26,372,217円 

(8)割当先及び株式数 株式会社スケブベンチャーズ        4,465,408株 

株式会社ケア・ダイナミクス         377,358株 

株式会社イーフロンティア         1,415,094株 
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株式会社フィスコ              165,863株 

(9)増資後の発行済株式総数 27,301,871株 

(10)取得後の保有株式数及び

議決権比率 

株式会社スケブベンチャーズ    4,465,408株（16.43％） 

株式会社ケア・ダイナミクス     377,358株（1.39％） 

株式会社イーフロンティア     1,415,094株（5.21％） 

株式会社フィスコ         2,376,663株（8.75％） 

(11)その他 本株式の発行については、金融商品取引法に基づく有価証券届 

出書の効力発生を条件としております。 

 

２．異動に至った経緯 

 上記の第三者割当増資の効力発生により、株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングスは

当社の普通株式14,428,361株（総議決権の53.10％）を直接及び間接保有することになり、当社の主要

株主である筆頭株主かつその他の関係会社から、当社の親会社に該当することとなりました。  
 また、株式会社スケブベンチャーズは主要株主に該当し、投資事業有限責任組合デジタルアセット

ファンド、株式会社フィスコ及び株式会社實業之日本社は主要株主に該当しないこととなりました。 

 

３．異動する株主の概要 

（１）新たに親会社となる株主の概要 

（1）商号 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス 

（2）所在地 大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 城丸 修一 

（4）事業の内容 投資業 

（5）資本金 12 百万円 

（6）設立年月日 1986 年４月 17日 

 

（２）新たに主要株主となる株主の概要 

（1）商号 株式会社スケブベンチャーズ 

（2）所在地 東京都港区南青山五丁目 11 番９号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 岩野 裕一 

（4）事業の内容 貸金業、投資業 

（5）資本金 74 百万円 

（6）設立年月日 2008 年７月７日 

 

（３）主要株主に該当しなくなる株主の概要 

（1）商号 投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド 

（2）所在地 東京都港区虎ノ門５丁目３－20 仙石山アネックス 306 

（3）組成目的 国内の会社等への投資を実行しキャピタルゲインを得るこ

とを目的とする 

（4）組成日 2016 年９月 30日 

（5）出資の総額 790 百万円 

（6）無限責任組合員の概要 東京都港区虎ノ門５－３－20 

株式会社 GD 代表取締役 田中 英治 

 

（４）主要株主に該当しなくなる株主の概要 

（1）商号 株式会社フィスコ 

（2）所在地 大阪府堺市南区竹城台３丁 21番１号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 狩野 仁志 
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（4）事業の内容 金融機関、投資家、上場企業を支援する各種情報サービス

の提供 

（5）資本金 100 百万円 

（6）設立年月日 1995 年５月 15日 

 

（５）主要株主に該当しなくなる株主の概要 

（1）商号 株式会社實業之日本社 

（2）所在地 大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 岩野 裕一 

（4）事業の内容 定期刊行物・図書の出版及び販売 

（5）資本金 33 百万円 

（6）設立年月日 1929 年 12 月１日 

 

４．異動する株主の所有株式数及び議決権等 

（１）異動前後における当該株主の属性、議決権の数（議決権所有割合）及び大株主順位 

①株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 大株主

順位 直接所有分 間接所有分 合計 

異動前 

（2022年３月22日） 

主要株主である

筆頭株主かつそ

の他の関係会社 

58,479 個 

（28.18％） 

41,150個 

（19.83％） 

99,629 個 

（48.02％） 
第１位 

異動後 

(2022年３月23日) 
親会社 

58,479 個 

（21.52％） 

85,804個 

（31.58％） 

144,283個 

（53.10％） 
第１位 

 

（２）異動前後における当該株主等の議決権の数（所有株式数）、総株主の議決権の数に対する割合及

び大株主順位 

①株式会社スケブベンチャーズ 

 
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 

（2022 年３月 22 日） 
－ － － 

異動後 

(2022 年３月 23 日) 

44,654 個 

（4,465,408 株） 
16.43％ 第２位 

 

②投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド 

 
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 

（2022 年３月 22 日） 

24,130 個 

（2,413,000 株） 
11.63％ 第２位 

異動後 

(2022 年３月 23 日) 

24,130 個 

（2,413,000 株） 
8.88％ 第３位 

 

③株式会社フィスコ 

 
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 

（2022 年３月 22 日） 

22,108 個 

（2,210,800 株） 
10.65％ 第３位 

異動後 

(2022 年３月 23 日) 

23,766 個 

（2,376,663 株） 
8.75％ 第４位 
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④株式会社實業之日本社 

 
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 

（2022 年３月 22 日） 

17,020 個 

（1,702,000 株） 
8.20％ 第４位 

異動後 

(2022 年３月 23 日) 

17,020 個 

（1,702,000 株） 
6.26％ 第５位 

 

５．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無 
 今回の親会社の異動により、株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングスは、当社の開示

対象となる非上場の親会社に該当することとなります。 
 
６．今後の見通し 
 当該株主等の異動が当社の業績に与える影響はありません。 

以上 


