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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 ソレキア株式会社

証券コード 9867

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所JASDAQ

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 富士通株式会社

住所又は本店所在地 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和10年6月20日

代表者氏名 田中　達也

代表者役職 代表取締役社長

事業内容
通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・販売ならびに

これらに関するサービスの提供

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区東新橋一丁目5番2号（汐留シティセンター）

コーポレート法務部　シニアマネージャー　中安　啓文

電話番号 03（6252）2220

（２）【保有目的】

提出者１は、提出者１が平成29年３月17日から実施する発行者普通株式（以下「発行者株式」といいます。）に対する公開買

付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立した場合、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行う予定

です。

具体的には、提出者１は、発行者株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）を付議議案（本株式併合の効力

発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更議案を含みますが、かかる議案に限られません。）に含む臨時株

主総会の開催を本公開買付けの決済完了後、発行者に要請する予定です。なお、提出者１から提出者１９は、当該臨時株主総

会において上記議案に賛成する予定です。
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（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 23,558

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 23,558 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 23,558

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.32

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者１は、提出者２から提出者１９との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式

及び役員持株会を通じて所有する発行者株式の全部につき、提出者１が平成29年３月17日から平成29年４月28日まで実施する

本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した場合、発行者の株主を提出者１のみとするた

めの一連の手続（以下「本完全子会社化手続」といいます。）のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、

発行者株式に係る議決権を行使し、または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の

全部又は一部を、第三者に譲渡、担保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書

を、平成29年３月16日付でそれぞれ得ております。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y）

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 小林 義和

住所又は本店所在地 神奈川県横浜市都筑区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職
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事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

発行会社の創業家一族および代表取締役社長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 28,943

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 28,943 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 28,943

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分415株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961
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上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.85

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 23 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 17 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者２は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 135,708

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 135,708

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

３【提出者（大量保有者）／３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 小林 英之

住所又は本店所在地 神奈川県川崎市中原区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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②【個人の場合】

生年月日

職業 会社役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

発行会社の創業家一族および代表取締役副社長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 24,750

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 24,750 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R
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共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 24,750

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分369株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.43

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 23 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 17 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者３は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 113,937

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 113,937

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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４【提出者（大量保有者）／４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 中辻 義照

住所又は本店所在地 東京都練馬区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

発行会社の専務取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 4,442

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

EDINET提出書類

富士通株式会社(E01766)

大量保有報告書

 9/46



株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 4,442 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 4,442

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分642株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.44

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 47 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 35 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者４は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 7,404

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 7,404
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②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

５【提出者（大量保有者）／５】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 西垣 政美

住所又は本店所在地 大阪府枚方市

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

発行会社の常務取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号
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株券又は投資証券等（株・口） 1,785

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,785 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,785

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分385株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.18

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 23 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 17 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者５は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。
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（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 3,041

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 3,041

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

６【提出者（大量保有者）／６】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 原田 英徳

住所又は本店所在地 神奈川県川崎市多摩区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131
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（２）【保有目的】

発行会社の創業家一族であり、発行会社の経営の安定に資するための長期保有を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 4,202

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 4,202 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 4,202

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分402株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.41

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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平成29年1月25日 普通株式 23 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 17 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者６は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 7,611

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 7,611

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

７【提出者（大量保有者）／７】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 安藤 忠次

住所又は本店所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日
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代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 2,773

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 2,773 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 2,773

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分373株を含んでおります。
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②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.27

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 23 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 17 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者７は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 6,405

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 6,405

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

８【提出者（大量保有者）／８】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 谷原 潔

住所又は本店所在地 兵庫県神戸市東灘区

旧氏名又は名称
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旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,136

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,136 P Q
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信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,136

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分336株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.11

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 23 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 17 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者８は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 2,082

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,082

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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９【提出者（大量保有者）／９】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 遠藤 英明

住所又は本店所在地 千葉県印西市

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,569

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J
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株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,569 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,569

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分269株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.15

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 14 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 10 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者９は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 2,557

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）
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上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,557

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１０【提出者（大量保有者）／１０】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 山岸 淳

住所又は本店所在地 東京都杉並区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 932

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 932 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 932

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分232株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.09

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 14 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 10 0.00 市場内 取得
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者10は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 1,686

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 1,686

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１１【提出者（大量保有者）／１１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 小林 敏昭

住所又は本店所在地 神奈川県相模原市南区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職
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事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,052

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,052 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,052

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.10
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分331株を含んでおります。

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 18 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 14 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者11は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 3,401

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 3,401

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１２【提出者（大量保有者）／１２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 北村 孝夫

住所又は本店所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日
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職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 306

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 306 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S
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保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 306

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分206株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.03

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 14 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 10 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者12は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 594

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 594

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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１３【提出者（大量保有者）／１３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 仲井 正

住所又は本店所在地 大阪府豊中市

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,806

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K
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株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,806 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,806

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分206株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.18

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 23 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 17 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者13は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 5,646

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 5,646
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②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１４【提出者（大量保有者）／１４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 平山 淳

住所又は本店所在地 大阪府吹田市

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号
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株券又は投資証券等（株・口） 306

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 306 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 306

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分206株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.03

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 14 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 10 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者14は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。
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（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 594

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 594

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１５【提出者（大量保有者）／１５】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 樋口 雄三

住所又は本店所在地 長野県諏訪郡富士見町

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131
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（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 923

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 923 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 923

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分123株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.09

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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平成29年1月25日 普通株式 14 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 10 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者15は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 2,369

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,369

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１６【提出者（大量保有者）／１６】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 日沖 伸二

住所又は本店所在地 埼玉県川口市

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日
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代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 123

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 123 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 123

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分123株を含んでおります。
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②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.01

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 14 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 10 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者16は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 236

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 236

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１７【提出者（大量保有者）／１７】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 望月 康則

住所又は本店所在地 埼玉県所沢市

旧氏名又は名称
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旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社執行役員

勤務先名称 ソレキア株式会社

勤務先住所 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

安定株主として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 323

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 323 P Q
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信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 323

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※上記保有株券等の数には役員持株会における持分123株を含んでおります。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.03

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成29年1月25日 普通株式 14 0.00 市場内 取得

平成29年2月27日 普通株式 10 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者17は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式及び役員持株会

を通じて所有する発行者株式の全部につき、本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した

場合、本完全子会社化手続のための発行者の株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、

または行使させること、及び③本完全子会社化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担

保提供、移転その他の処分をせず、または処分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結してお

ります。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 631

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 631

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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１８【提出者（大量保有者）／１８】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 小林 貞子

住所又は本店所在地 神奈川県川崎市中原区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 無職

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

発行会社の創業家一族であり、発行会社の経営の安定に資するための長期保有を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 27,076

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J
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株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 27,076 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 27,076

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.66

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者18は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式の全部につき、

本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した場合、本完全子会社化手続のための発行者の

株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、または行使させること、及び③本完全子会社

化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担保提供、移転その他の処分をせず、または処

分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結しております。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 164,080

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 164,080
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②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１９【提出者（大量保有者）／１９】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 原田 美恵子

住所又は本店所在地 神奈川県川崎市多摩区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 無職

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ソレキア株式会社　　取締役総務部長　　針生　貞裕

電話番号 03-3732-1131

（２）【保有目的】

発行会社の創業家一族であり、発行会社の経営の安定に資するための長期保有を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号
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株券又は投資証券等（株・口） 6,250

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 6,250 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 6,250

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.61

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者19は、提出者１との間で、①提出者１の書面による事前の承諾を得ない限り、その所有する発行者株式の全部につき、

本公開買付けに応募せず、または応募させないこと、②本公開買付けが成立した場合、本完全子会社化手続のための発行者の

株主総会において、提出者１の指示に従い、発行者株式に係る議決権を行使し、または行使させること、及び③本完全子会社

化手続の効力発生日までの間、発行者株式の全部又は一部を、第三者に譲渡、担保提供、移転その他の処分をせず、または処

分させてはならないものとする旨の合意書を、平成29年３月16日付で締結しております。

EDINET提出書類

富士通株式会社(E01766)

大量保有報告書

43/46



（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 32,506

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 32,506

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１） 富士通株式会社

（２） 小林 義和

（３） 小林 英之

（４） 中辻 義照

（５） 西垣 政美

（６） 原田 英徳

（７） 安藤 忠次

（８） 谷原 潔

（９） 遠藤 英明

（１０） 山岸 淳

（１１） 小林 敏昭

（１２） 北村 孝夫

（１３） 仲井 正

（１４） 平山 淳

（１５） 樋口 雄三

（１６） 日沖 伸二

（１７） 望月 康則

（１８） 小林 貞子

（１９） 原田 美恵子

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 132,255
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新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 132,255 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 132,255

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年3月16日現在）
V 1,016,961

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
13.00

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

富士通株式会社 23,558 2.32

小林 義和 28,943 2.85

小林 英之 24,750 2.43

中辻 義照 4,442 0.44

西垣 政美 1,785 0.18

原田 英徳 4,202 0.41

安藤 忠次 2,773 0.27

谷原 潔 1,136 0.11

遠藤 英明 1,569 0.15
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山岸 淳 932 0.09

小林 敏昭 1,052 0.10

北村 孝夫 306 0.03

仲井 正 1,806 0.18

平山 淳 306 0.03

樋口 雄三 923 0.09

日沖 伸二 123 0.01

望月 康則 323 0.03

小林 貞子 27,076 2.66

原田 美恵子 6,250 0.61

合計 132,255 13.00
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