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親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
当社の親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社（以下、
「ＳＢＩホールディングス」）は、本日開
催の取締役会において、保有する当社株式の全てをＳＢＩホールディングスの 100％子会社であるＳＢＩ
グローバルアセットマネジメント株式会社（以下、「ＳＢＩグローバルアセットマネジメント」）に現物
出資することを決議いたしました。これにより、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主が異動とな
りますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．異動の経緯
ＳＢＩホールディングスは、かねてよりＳＢＩグローバルアセットマネジメントを中間持株会社として
ＳＢＩグループにおける資産運用サービス事業を再編・強化すべく準備を進めておりました。その一環
としてＳＢＩホールディングスは、保有する当社株式の全てをＳＢＩグローバルアセットマネジメント
に現物出資すること（以下、「本株式異動」）を決議いたしました。
本株式異動後、ＳＢＩグローバルアセットマネジメントが当社株式を所有することとなりますが、ＳＢ
ＩホールディングスはＳＢＩグローバルアセットマネジメントを通じて、当社株式を間接的に所有する
こととなります。その結果、ＳＢＩホールディングスは引き続き当社の親会社に該当いたしますが、当
社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。一方、ＳＢＩグローバルアセットマネジメ
ントは、今回新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主にそれぞれ該当することとなります。
なお、ＳＢＩグローバルアセットマネジメントによる当社株式の取得は、金融商品取引法第 167 条第 1
項及び同法施行令第 31 条に定める公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に該当する取
引となります。
２．会社の概要（2015 年 11 月 26 日現在）
本株式異動後の主要株主である筆頭株主
(1) 名称

(2) 所在地
(3) 代表者の
役職・氏名

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
株式会社
東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
代表取締役会長 北尾 吉孝
代表取締役社長兼 CEO 朝倉 智也
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（ご参考）本株式異動前の主要株主
である筆頭株主
ＳＢＩホールディングス株式会社
（上場取引所

東京証券取引所

（コード番号

8473）

第一部）

東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
代表取締役執行役員社長 北尾 吉孝

(4) 事業内容

(5) 資本金
(6) 設立年月日
(7) 純資産
(8) 総資産
(9) 大株主
及び持株比率

(10) 当社との関係
資本関係

ＳＢＩグループにおける資産運用サービス
事業の統括・運営

1,000 千円（注）
2014 年 4 月 18 日
1,627 千円
（2015 年 9 月 30 日現在）
1,691 千円
（2015 年 9 月 30 日現在）
ＳＢＩホールディングス株式会社 100％

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

人的関係

当社の代表取締役朝倉智也が同社の代表取
締役を兼務し、当社の取締役北尾吉孝が同
社の代表取締役を兼務しております。

株式等の保有を通じた企業グループの統
括・運営等
（同社及び同社の子会社、持分法適用関
連会社から構成されるＳＢＩグループ
は、ＳＢＩ証券や住信ＳＢＩネット銀
行、ＳＢＩ損保など、金融商品や関連
するサービス・情報の提供等を行う
「金
融サービス事業」のほか、国内外のＩ
Ｔ、バイオ、環境・エネルギー及び金
融関連のベンチャー企業などへの投資
等を行う「アセットマネジメント事
業」、医薬品・健康食品・化粧品等にお
けるグローバルな展開を行う「バイオ
関連事業」を主要事業とする企業グル
ープであります。）
81,681 百万円
（2015 年 9 月 30 日現在）
1999 年 7 月 8 日
410,452 百万円（連結ベース）
（2015 年 9 月 30 日現在）
3,312,926 百万円（連結ベース）
（2015 年 9 月 30 日現在）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）
4.40％
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED
RE 15PCT TREATY ACCOUNT (NON LENDING)
4.14％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）
3.14％
（2015 年 9 月 30 日現在）
当社の発行済株式の 48.2％（議決権の
49.7％）を保有する親会社であります。
当社は、同社及び同社の子会社に情報サ
ービスやコンサルティングサービスを提
供しております。
また、同社から事務所の転貸借を受けて
おります。
当社の代表取締役朝倉智也が同社の取締
役を兼務し、当社の取締役北尾吉孝が同
社の代表取締役を兼務しております。
また、当社の監査役白神克巳が同社の従
業員を兼務するほか、相互に出向派遣や
受け入れを行う関係にあります。

（注）本株式異動後の資本金の額は 3,944 百万円となる予定とのことです。
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３．異動前後における所有株式数及び所有割合
（１）ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
議決権の数（議決権所有割合）
属性
異動前
（2015 年 11 月 27 日現在）

異動後

直接所有分

間接所有分

－個

－個

－個

（－％）

（－％）

（－％）

親会社、

404,661 個

－個

404,661 個

主要株主である筆頭株主

（49.7％）

（－％）

（49.7％）

－

株主
順位

合計

－

第１位

（２）ＳＢＩホールディングス
議決権の数（議決権所有割合）
属性
異動前

親会社、

（2015 年 11 月 27 日現在） 主要株主である筆頭株主

異動後

直接所有分

間接所有分

404,661 個

－個

404,661 個

（－％）

（49.7％）

404,661 個

404,661 個

（49.7％）
－個

親会社

（－％）

株主
順位

合計

第１位

（49.7％） （49.7％）

－

（注）総株主の議決権の数に対する割合は、2015 年 9 月 30 日現在の総株主の議決権数 814,982 個より算出しております。

４．異動予定日
ＳＢＩホールディングスによると、当社株式の異動予定日は 2015 年 12 月 4 日とのことであります。
５．業績への影響
本株式異動は当社親会社のグループ内での異動であり、当社業績への影響はありません。
６．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
本株式異動後はＳＢＩグローバルアセットマネジメントも当社の親会社に該当します。しかしながら、
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社はＳＢＩホールディングス株式会社の 100％子会社であ
り、その代表者は同社の代表取締役が兼任しております。また、ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
はＳＢＩグループにおける資産運用サービス事業の中間持株会社であり、独自の事業を行なっておりませ
ん。従って、本株式異動後も当社に与える影響が最も大きい親会社はＳＢＩホールディングスであり、Ｓ
ＢＩグローバルアセットマネジメントは開示対象となる非上場の親会社等には該当いたしません。
以上
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【本件に関するお問い合わせ】
モーニングスター株式会社：http://www.morningstar.co.jp/ 管理部
電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp
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