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第１ 【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【所有者別状況】

 

（2022年９月20日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数１株） 単元未満株

式の状況

（株）

政府及び

地方公共

団体

金融

機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等
個人

その他
計

個人以外 個人

株主数

(人）
- - - - １ - - １ -

所有株式数

（株）
- - - - - - - - -

所有株式数

の割合(%）
- - - - - - - - -

（注） 当社は、株式その他細分化された持分権を発行していないため、「所有株式数」及び「所有株式数の割合」は記

載しておりません。

 

(2) 【大株主の状況】

（2022年９月20日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数(株）
発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合(%)

エボ　ファンド

(EVO FUND)

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）

該当事項はありませ

ん。

該当事項はありませ

ん。

（注） 当社は、株式その他細分化された持分権を発行していないため、株式に関する事項においては、上記のとおり

「該当事項はありません。」と記載しております。但し、当社を実質的に100％所有する主体は、エボ　ファン

ドですので、同社を「大株主」として記載しております。

 

２【役員の状況】

（2022年９月20日現在）

男性２名　女性０名（役員のうち女性の比率０％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数(株）
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オ フ ィ

サー

マイケル・

ラーチ

（Michael

Lerch）

1971年１月20

日

1994年９月 INGベアリング証券　オ

プショントレーダー

1996年６月 メリルリンチ

1998年３月 クレディ・アグリコ

ル・インドスエズ　エ

クイティ・デリバティ

ブ・トレーディング・

アジア・ストラク

チャード・ファイナン

ス　マネージング　

ディレクター

2001年３月 リーマン・ブラザー

ズ　アジア・プログラ

ム・トレーディング・

インデックス・アービ

トラージ

2002年５月  エボリューション・

キャピタル・マネジメ

ント エルエルシー

2006年12月 エボ　ファンド 取締役

（現任）

2013年１月 エボリューション　

ジャパン　グループ　

ホールディング　イン

ク ディレクター（現

任）

2020年12月　タイガー　ホールディ

ングス　リミテッド　

ディレクター（現任）

2021年３月 当社 オフィサー（現

任）

（注１） -
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オ フ ィ

サー

リチャード・

チゾム

（Richard

Chisholm）

1969年10月18

日

1997年12月 レイサムアンドワトキ

ンス・エル エルピー

1999年７月 ベンチャー・ロー・グ

ループ

2002年１月 ケリー・ドライアンド

ウォレン

2003年７月 パットン・ボグス・エ

ルエルピー

2004年３月 スタム・オトゥールマ

ルカスアンドフィッ

シャー

2005年７月 エボリューション・

キャピタル・マネジメ

ント エルエルシー　

チーフ エグゼクティブ

オフィサー（現任）

2009年３月 エボ　ファンド 取締役

（現任）

2013年１月 エボリューション　ジャ

パン　グループ　ホール

ディング　インク ディ

レクター（現任）

2020年12月 タイガー　ホールディン

グス　リミテッド　ディ

レクター（現任）

2021年３月 当社 オフィサー（現

任）

（注１） -

（注１）役員任期の定めはありません。

（注２）役員報酬は支払っておりません。

 

第２ 【計算書類等】

当社は、当社に適用のあるデラウェア州法及び当社の基本定款により、計算書類等を作成することが義務

付けられておりません。したがって、計算書類等は本書に記載ないし添付しておりません。
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