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株式会社radiko

株式会社radikoが総額1億1,810万円の第三者割当増資を実施
IPサイマルラジオ『radiko.jp』を運営する株式会社radiko（代表取締役社長：岩下 宏、所在地：東京都港区新橋）は、
ラジオ局、広告会社、地域電気通信事業者など21社を引受先とする総額1億1,810万円の第三者割当増資を完了いた
しました。引受先21社は以下の通りです。
社名

代表者名

所在地

1

株式会社アサツー ディ・ケイ

代表取締役社長 清水 與ニ

東京都中央区築地

2

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

代表取締役社長 大森 壽郎

東京都港区赤坂

3

株式会社アール・エフ・ラジオ日本

代表取締役社長 新井 修一郎

神奈川県横浜市中区長者町

４

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

5

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

6

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

７

兵庫エフエム放送株式会社

代表取締役社長 横山 剛

兵庫県神戸市中央区波止場町

8

西日本電信電話株式会社

代表取締役社長 大竹 伸一

大阪府大阪市中央区馬場町

9

中部日本放送株式会社

代表取締役社長 大石 幼一

愛知県名古屋市中区新栄

10

東海ラジオ放送株式会社

代表取締役社長 志村 富士夫

愛知県名古屋市東区東桜

11

株式会社岐阜放送

代表取締役会長 杉山 幹夫

岐阜県岐阜市橋本町

12

株式会社 ZIP-FM

代表取締役社長 稲葉 功

愛知県名古屋市中区丸の内

13

株式会社エフエム愛知

代表取締役社長 本多 立太郎

愛知県名古屋市中区千代田

14

株式会社東急エージェンシー

代表取締役社長 桑原 常泰

東京都港区赤坂

15

北海道放送株式会社

代表取締役社長 渡辺 卓

北海道札幌市中央区北一条西

16

株式会社ＳＴＶラジオ

代表取締役社長 武田 庸行

北海道札幌市中央区北一条西

17

株式会社エフエム北海道

代表取締役社長 松岡 祥昭

北海道札幌市中央区北一条西

18

ＲＫＢ毎日放送株式会社

代表取締役社長 永守 良孝

福岡県福岡市早良区百道浜

19

九州朝日放送株式会社

代表取締役社長 武内 健二

福岡県福岡市中央区長浜

20

ラブエフエム国際放送株式会社

代表取締役社長 永竿 哲哉

福岡県福岡市中央区今泉

21

株式会社エフエム福岡

代表取締役社長 佐々木 克

福岡県福岡市中央区清川
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株式会社radikoは、IPサイマルラジオ『radiko.jp』によるラジオの「難聴取の解消」や「聴取機会の拡大」を目的として
2010年12月1日に設立しました。以来、今年の11月末までに、23都道府県のラジオ48社が参加し、本配信/実用化試
験配信をおこなっています。その間、3月11日の東日本大震災時には、緊急対応として13日より４月11日までの期間、
被災地区及び被災者への情報入手経路の一助となればという目的で、エリア制限解除をおこない全国で『radiko.jp』
参加ラジオ局の放送を聴取可能にしました。4月29日から来年の3月末までの期間は、被災地区のラジオ7局の放送を
全国に配信する「復興支援サイト」を開設。被災地区の現状を日本全国へ正確に届け、全国へ避難されている方々に、
ふるさとの様子を伝えるなど、『radiko.jp』だからこそできる公共性の高い情報支援をおこなっています。一方、聴取状
況に関しては、平均週間延べ聴取回数が480万回と推移。各ツールの普及状況としては、「radikoガジェット」は約275
万DL、スマートフォンの公式アプリはiPhone版とAndroid版の累計で約345万ＤＬに至っています（11月末日現在）。加
えて、『radiko.jp』対応の家庭内情報端末（テレビ、オーディオ機器、デジタルフォトフレームを含むタブレット端末など）
の普及にも力を入れており、聴取者のさらなる拡大を図っています。IPサイマルラジオ『radiko.jp』は、今後も、参加局
の増加、聴取可能なデバイスの拡大を予定しており、『radiko.jp』ユーザー（＝ラジオリスナー）の拡大とラジオの媒体
価値の向上を目指します。
「『radiko.jp』の社会的価値と事業の将来性」に対して実現した今回の第三者割当増資により、株式会社radikoは、配
信システムの設備強化、利用者サービスの強化、ラジオ局と連携した収益事業の育成強化などを目的に、ITシステム
への成長投資を図ります。なお、本増資後の株式会社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）となります。役員の変更はありません。

■株式会社 radiko 会社概要
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：
本社所在地：
役員：

2 億 9,810 万円（資本準備金 1 億 4,905 万円を含む）
〒105-0004 東京都港区新橋 2 丁目 19 番 4 号 ＳＮＴビル 11 階
代表取締役社長 岩下 宏
取締役（非常勤） 森谷 和郎
取締役（非常勤） 黒坂 修
取締役（非常勤） 斎藤 日出夫
取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
監査役（非常勤）
監査役（非常勤）

田仲 拓二
豊田 修二
栗花落 光
井出 勝久
濱崎 正人
平佐 良一
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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
株式会社 TBS ラジオ&コミュニケーションズ
株式会社文化放送
株式会社ニッポン放送
株式会社日経ラジオ社
エフエムインターウェーブ株式会社

12.80％
6.02％
6.02％
6.02％
6.02％
6.02％

株式会社エフエム東京
株式会社 J-WAVE
朝日放送株式会社
株式会社毎日放送
大阪放送株式会社
関西インターメディア株式会社

6.02％
6.02％
3.39％
3.39％
3.39％
3.39％

株式会社 FM802
株式会社エフエム大阪
株式会社アサツー ディ・ケイ
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
株式会社アール・エフ・ラジオ日本
株式会社ベイエフエム
株式会社エフエムナックファイブ
横浜エフエム放送株式会社
兵庫エフエム放送株式会社
西日本電信電話株式会社

3.39％
3.39％
3.01％
3.01％
2.09％
2.09％
2.09％
2.09％
1.36％
1.00％

中部日本放送株式会社
東海ラジオ放送株式会社
株式会社岐阜放送
株式会社 ZIP-FM
株式会社エフエム愛知
株式会社東急エージェンシー

0.84％
0.84％
0.84％
0.84％
0.84％
0.84％

北海道放送株式会社
株式会社ＳＴＶラジオ
株式会社エフエム北海道
ＲＫＢ毎日放送株式会社
九州朝日放送株式会社
ラブエフエム国際放送株式会社
株式会社エフエム福岡

0.42％
0.42％
0.42％
0.42％
0.42％
0.42％
0.42％

3

