
 
 

 
 
 
 

平成27年12月9日 

 
各  位 

株式会社システム・テクノロジー・アイ 

代表取締役社長 松 岡 秀 紀 

（証券コード：2345）東証第二部 

東京都中央区築地一丁目13番14号 

（お問い合わせ先）常務執行役員管理本部長 内山 富士子 

電話 ０３－５１４８－０４００ 

 

 

株式会社ブイキューブによる当社普通株式等に対する公開買付けの結果並びに 

親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 
株式会社ブイキューブ（以下、「公開買付者」といいます。）が平成27年11月10日から実施しておりました当社

の普通株式並びに新株予約権に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）が平成27年12月８日を

もって終了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、本公開買付けの結果、平成27年12月15日をもって、下記のとおり、当社の親会社、主要株主である筆頭

株主及び主要株主の異動が生じることとなりますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

1. 本公開買付けの結果について 

当社は、本日、公開買付者より添付資料「株式会社システム・テクノロジー・アイ（証券コード2345）に対する

公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受け

ました。 

 

2. 親会社及び主要株主の異動について 

(1) 異動予定日 

平成27年12月15日（本公開買付けの決済の開始日） 

 

(2) 異動に至った経緯 

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社の普通株式897,900株の応募があっ

た旨の報告を受けました。これに伴い、公開買付者は当社の議決権所有割合が50％を超えることとなるため、

公開買付者は新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。 

また、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主であったSEホールディングス・アンド・インキュベーシ

ョンズ株式会社は、公開買付応募契約書に基づき、その所有する当社普通株式718,800株の全てについてブ

イキューブに譲り渡すことになるとのことですので、その結果、平成27年12月15日付けで当社の親会社及

び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。また当社の主要株主であった当社代表取締役社長

の松岡秀紀氏並びに取締役副社長の松岡優子氏は、公開買付応募契約書に基づき、それぞれ、松岡秀紀氏は、

その所有する当社普通株式146,700株のうち133,700株を、松岡優子氏は、その所有する当社普通株式45,400

株の全てについて譲り渡すことになるとのことですので、その結果、平成27年12月15日付けで、当社の主

要株主に該当しないこととなります。 
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(3) 異動する株主の概要 

 

①新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要 

（1）名称 株式会社ブイキューブ 

（2）所在地 東京都目黒区上目黒二丁目１番１号 

（3）代表者の役職･氏名 代表取締役社長 間下 直晃 

（4）事業内容 ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保

守、企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供 

（5）資本金 1,907,780,800円（平成27年９月30日現在） 

（6）設立年月日 平成12年２月18日 

(7) 連結純資産 4,400,112千円（平成26年12月期） 

(8) 連結総資産 6,257,517千円（平成26年12月期） 

(9)大株主及び持株比率 

(平成27年６月30日現在) 

間下 直晃              24.02％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口）           5.14％ 

トミーコンサルティングインク        3.62％ 

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口）                   3.49％ 

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E) ILM  3.08％ 

MSIP CLIENT SECURITIES              2.06％ 

エムスリー株式会社                  1.93％ 

株式会社SBI証券                    1.88％ 

高田 雅也                          1.59％ 

GLOBIS FUND Ⅲ, L.P.                1.51％ 

 

(10)当社と公開買付者の関係 

 ①資本関係 該当事項はありません。 

 ②人的関係 該当事項はありません。 

 ③取引関係 該当事項はありません。 

 

②親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要 

(1)名称 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 

(2)所在地 東京都新宿区舟町５ 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 速水 浩二 

(4)事業内容 純粋持株会社 

(5)資本金 1,534百万円 

(6)設立年月日 昭和60年12月19日 

(7)連結純資産 4,532百万円（平成27年3月期） 

(8)連結総資産 9,844百万円（平成27年3月期） 

(9)大株主及び持分比率 

（平成27年9月末現在） 

速水 浩二 10.64％ 

株式会社りそな銀行 3.15％ 

株式会社SBI証券 3.14％ 

篠崎 晃一 2.89％ 

佐々木 幹夫 2.50％ 

河口 隆俊 2.28％ 

日本証券金融株式会社 1.67％ 

SE ホールディングス・アンド・インキュベ 1.36％ 
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ーションズ株式会社 

近藤 誠聡 1.02％ 

石幸 成和 1.02％ 
 

(10) 当社と当該会社との関

係 

資本関係 同社は、当社株式718,800株に係る議決権7,188

個（議決権所有割合約 54.05％）を所有してお

ります。（注） 

人的関係 同社の取締役副社長である篠崎晃一氏は、当社

の取締役を兼任しております。 

取引関係 同社は、当社より金額 150百万円の短期借入を

行っております。 

 

③主要株主に該当しなくなる株主の概要 

(1) 名称 松岡 秀紀 

(2) 所在地 東京都江東区 

(3) 当社と当該株主との

関係 

資本関係 同氏は、当社株式146,700株に係る議決権1,476

個（議決権所有割合 11.03％）を所有しており

ます。（注） 

人的関係 当社の代表取締役社長に就任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

(1) 名称 松岡 優子 

(2) 所在地 東京都江東区 

(3) 当社と当該株主との

関係 

資本関係 同氏は、当社株式 45､400 株に係る議決権 454

個（議決権所有割合3.41％）を所有しておりま

す。（注） 

人的関係 当社の取締役副社長に就任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

(4)異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

 

① 株式会社ブイキューブ 

 
属性 

議決権の数（議決権所有割合） 
大株主順位 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 ― ― ― ― ― 

異動後 
親会社及び主要株主で

ある筆頭株主 

8,979個 

（67.53％） 
― 

8,979個 

（67.53％） 
第1位 

 

② SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 

 
属性 

議決権の数（議決権所有割合） 
大株主順位 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
親会社及び主要株主で

ある筆頭株主 

7,188個 

（54.05％） 
― 

7,188個 

（54.05％） 
第1位 

異動後 ― ― ― ― ― 
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③ 松岡秀紀氏 

 
属性 

議決権の数（議決権所有割合） 
大株主順位 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 主要株主 
1,467個 

（11.03％） 
― 

1,467個 

（11.03％） 
第2位 

異動後 ― 
130個 

（0.98％） 
― 

130個 

（0.98％） 
― 

 

④ 松岡優子氏 

 
属性 

議決権の数（議決権所有割合） 
大株主順位 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 主要株主 
454個 

（3.41％） 
― 

454個 

（3.41％） 
第3位 

異動後 ― ― ― ― ― 

 
 (注)「議決権所有割合」とは、当社が平成27年11月６日に提出した第20期第２四半期報告書（以下「第20期第２四

半期報告書」といいます。）に記載された平成27年９月30日現在の発行済普通株式総数（1,344,000株）から、同
日現在の当社が所有する自己株式数（14,078株）を控除した株式数（1,329,922株）に占める割合（小数点以下第
三位四捨五入。）をいいます。 

 

 

(5)今後の見通し 

本公開買付けにより当社は、公開買付者の連結子会社となりますが、当社及び公開買付者は、当社が平成

27年11月9日に公表した「株式会社ブイキューブによる当社普通株式等に対する公開買付けに関する意見

表明及び株式会社ブイキューブとの資本業務提携基本合意書締結について」に記載のとおり、引き続き当社

普通株式の上場を維持する方針です。 

当社は、公開買付者との間で締結した資本業務提携基本合意書に基づき、本公開買付けの決済の開始日後

に当社が招集する臨時株主総会において、公開買付者が指名する2名を含む取締役の選任議案を上程する予

定です。詳細につきましては、本日公表の「代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ」をご参照

ください。 

なお、当社の平成28年３月期の業績に与える影響については、平成27年11月９日に開示した「業績予想

の修正に関するお知らせ」の予想数値から変更はございません。 

また、公開買付者の連結子会社となることによって得られるグループでのシナジー効果を最大限に発揮す

るための成長戦略及び事業展開について現在、新たな中期計画を策定中でございます。策定が完了次第、速

やかに開示いたします。 

 

以上 

（参考） 

公開買付者より報告の添付資料「株式会社システム・テクノロジー・アイ（証券コード2345）に対する公開買

付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 
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