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＜報道資料＞ 

2013年7月29日 

株式会社radiko 
 

株式会社radikoが、『radiko.jp』参加局14社を引受先とした 

総額3,870万円の第三者割当増資を実施 
 

PCやスマートフォンでラジオが聴けるIPサイマルラジオサービス『radiko.jp』を運営する株式会社radiko（代表

取締役社長：井出 勝久、所在地：東京都港区新橋）は、『radiko.jp』に参加しているラジオ局14社（既存株主4社

を含む）を引受先とする総額3,870万円の第三者割当増資を、2013年7月25日付けで完了しました。今回の増資

は2011年12月6日に発表した第三者割当増資（11月30日付けで実施完了）に続き、二回目となります。 

 

株式会社radikoは2013年4月、『radiko.jp』に新機能（番組検索・コンテンツクリップ・オンエア曲購入）を加え、

WEBサイトならびにスマートフォンアプリの全面リニューアルを実施しました。また6月には『radiko.jp』初の試みと

して臨時特設チャンネルを開設するなど、ラジオとインターネットの融合、ラジオの新たな楽しみ方の普及に向け

た様々な取り組みを実施しています。その結果、現在の月間ユニークユーザー数は約1,300万人に到達し、順調

な推移を見せています。今後も『radiko.jp』の更なる成長・拡大を図るため、今回の第三者割当増資で調達した

資金は、より充実したユーザーサービスの拡充や、『radiko.jp』サーバーおよび周辺システムの整備強化、ラジオ

局と連携した収益事業の育成強化などに充当する予定です。なお本増資により、株式会社radikoの資本金は  

2億9,810万円（資本準備金1億4,905万円を含む）から3億3,680万円（資本準備金1億6,840万円を含む）になりま

す。増資に伴う役員の変更はありません。 

 

今回の増資に際し、引受先となった14社は以下の通りです。 

 社名 代表者名 所在地 備考 

1 株式会社アール・エフ・ラジオ日本 代表取締役社長 田畑 善朗  神奈川県横浜市中区長者町 2011 年 11 月にも出資

2 株式会社ベイエフエム  代表取締役社長 吉岡 圭二 千葉県千葉市美浜区中瀬 2011 年 11 月にも出資

3 株式会社エフエムナックファイブ 代表取締役社長 益子 弘 埼玉県さいたま市大宮区錦町 2011 年 11 月にも出資

４ 横浜エフエム放送株式会社  代表取締役社長 藤木 幸夫 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2011 年 11 月にも出資

5 株式会社ラジオ関西 代表取締役社長 三枝 博行 兵庫県神戸市中央区東川崎町  

6 株式会社中国放送 代表取締役社長 青木 暢之 広島県広島市中区基町  

7 広島エフエム放送株式会社 代表取締役社長 松田 弘 広島県広島市南区皆実町  

8 静岡放送株式会社 代表取締役社長 桂 英治 静岡県静岡市駿河区登呂  

9 静岡エフエム放送株式会社 代表取締役社長 祐嶋 繁一 静岡県浜松市中区常盤町  

10 信越放送株式会社 代表取締役社長 小根山 克雄 長野県長野市問御所町  

11 長野エフエム放送株式会社 代表取締役社長 石川 佳一 長野県松本市本庄  

12 株式会社新潟放送 代表取締役社長 竹石 松次 新潟県新潟市中央区川岸町  

13 株式会社エフエムラジオ新潟 代表取締役社長 中野 幹 新潟県新潟市中央区幸西  

14 新潟県民エフエム放送株式会社 代表取締役社長 出口 和浩 新潟県新潟市中央区万代  
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今後も、ラジオの「聴取機会の拡大」や「難聴取の解消」を目的とした『radiko.jp』は、参加社である民放ラジオ68局  

（66社※）および放送大学とともに、情報過多の中で、言葉、音楽、スポーツの感動を通して、人の心を動かし、想像力

をかき立てる音声メディア（＝ラジオ）の存在意義をより高めるために、聴取環境を整え、ネットとの連携によって、新し

いラジオの楽しみ方を提案し、radiko.jpユーザー（＝ラジオリスナー）を拡大し、ラジオの媒体価値の向上を目指しま

す。 

※株式会社日経ラジオ社からは“ラジオNIKKEI第1”、“ラジオNIKKEI第2”の2局が参加。 

  株式会社FM802からは“FM802”、“FM COCOLO”の2局が参加。 

 

■株式会社 radiko 会社概要 （2013/7/29 現在） 

 

社名：  株式会社 radiko （英文社名：radiko Co.,Ltd） 

設立日：  2010 年 12 月 1 日 

資本金：  3 億 3,680 万円（資本準備金 1 億 6,840 万円を含む）  

本社所在地： 〒105-0004 東京都港区新橋 2 丁目 19 番 4 号 SNT ビル 11 階 

役員：  代表取締役社長 井出 勝久 

  取締役（非常勤） 古川 博志 

  取締役（非常勤）  田村 光広 

  取締役（非常勤） 森谷 和郎 

  取締役（非常勤）  濱崎 正人 

  取締役（非常勤）  小池 義之 

  取締役（非常勤）  石井 博之 

  取締役（非常勤）  中岡 壮生 

  取締役（非常勤）  三村 晃久 

  取締役（非常勤） 豊田 修二 

  取締役（非常勤）  井上  洋  

  取締役（非常勤）  田尻 康高  

  取締役（非常勤）  福田 一夫  

  取締役（非常勤）  岩井  淳 

  監査役（非常勤） 平佐 良一 

  監査役（非常勤）  松本 雄一 
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■株主構成/出資比率（議決権比率ベース）： 
 

株式会社電通          12.40％ 
株式会社 TBS ラジオ&コミュニケーションズ  5.84％ 
株式会社文化放送    5.84％ 
株式会社ニッポン放送   5.84％ 
株式会社日経ラジオ社   5.84％ 
エフエムインターウェーブ株式会社  5.84％ 
株式会社エフエム東京   5.84％ 
株式会社 J-WAVE    5.84％ 
朝日放送株式会社    3.27％ 
株式会社毎日放送    3.27％ 
大阪放送株式会社    3.27％ 
株式会社 FM802    3.27％ 
株式会社エフエム大阪   3.27％ 

  株式会社アール・エフ・ラジオ日本  3.25％ 
株式会社ベイエフエム   3.25％ 
株式会社エフエムナックファイブ  3.25％ 
横浜エフエム放送株式会社   3.25％ 
株式会社アサツー ディ・ケイ         2.79％ 
株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ 2.79％ 

  兵庫エフエム放送株式会社   1.26％ 
  株式会社ラジオ関西   0.97％ 
  西日本電信電話株式会社         0.93％ 
  中部日本放送株式会社   0.77％ 
  東海ラジオ放送株式会社   0.77％ 
  株式会社岐阜放送      0.77％ 

株式会社 ZIP-FM        0.77％ 
株式会社エフエム愛知     0.77％ 

  株式会社東急エージェンシー        0.77％ 
  北海道放送株式会社   0.39％ 
  株式会社 STV ラジオ   0.39％ 
  株式会社エフエム北海道   0.39％ 
  RKB 毎日放送株式会社   0.39％ 
  九州朝日放送株式会社   0.39％ 
  ラブエフエム国際放送株式会社  0.39％ 

株式会社エフエム福岡   0.39％ 
株式会社中国放送    0.19％ 

  広島エフエム放送株式会社   0.19％ 
  静岡放送株式会社    0.19％ 
  静岡エフエム放送株式会社   0.19％ 
  信越放送株式会社    0.10％ 
  長野エフエム放送株式会社   0.10％ 
  株式会社新潟放送    0.10％ 
  株式会社エフエムラジオ新潟   0.10％ 
  新潟県民エフエム放送株式会社  0.10％ 

 

※出資比率は小数第三位を四捨五入 

 

 

 


