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株式会社CSKホールディングスとの資本・業務提携のお知らせ 
  

 当社は、平成 19 年 6 月 18 日開催の取締役会において、株式会社 CSK ホールディングスを持

株会社とする CSK グループと資本・業務提携を行うこと、及び当社から株式会社 CSK ホール

ディングスに対する第三者割当による新株式発行を実施することを決議いたしましたのでお知

らせいたします。 

 
記 

 
1. 資本提携及び業務提携の背景／目的 

 当社は、2000 年 6 月の設立以来、企業の IT ニーズをワンストップで引き受けると共にそれ

らのニーズに対し、企業において利用しやすい「月額課金」というサービス形態で提供すること

を目指し、インターネットビジネスのインフラとなる iDC サービスから、その周辺サービスで

ある運用サービス、機器のレンタル等を含むマネージドサービス、及び ASP 化の支援やインテ

グレーションサービスを含むソリューションサービスの 3 つを柱とする「総合 IT アウトソーシ

ング」事業を推進してまいりました。 

 その結果、今期売上は前期比約 5 割増の 5,376 百万円を計画しており、着実にサービスレベ

ル及びサービス範囲の拡大を図っております。今後の成長戦略としては、主要サービスである

iDC サービスを更に拡大していくことに加えて、iDC サービスの周辺サービスも強化してまい

ります。従来はインフラ面でのサービス提供が中心であったのに対し、今後は顧客企業に対し高

付加価値で幅広いサービスをこれまで以上に積極的に提供していくことを計画しております。 

一方、昨今では J-SOX 法への対応ニーズやソフトウェアをインターネット経由でサービスと

して提供する SaaS（Software as a Service）など業務アプリケーションに対するニーズが強く

なってきています。 

 このような背景の下、当社が、自社データセンターの構築、運営ノウハウを活かしつつ、幅広

く顧客接点を持ち、システムインテグレーションや IT アウトソーシングサービスに高い実績と

強みを持つ CSKグループと提携することにより、顧客企業へのサービスラインアップを強化し、

従来に増して顧客ニーズにマッチした満足度の高いデータセンター及び関連サービスを提供す

ることで中堅・中小規模の企業を積極的に開拓し、当社の顧客基盤の拡大を図ってまいります。 
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2. 業務提携の骨子 

 当社は、これまで中堅・中小規模の企業に対し幅広く販売・マーケティング戦略を推進

してきました。想定される顧客層が iDC サービスの利用ニーズがある企業という特性上、

顧客企業に IT 系の企業の比率が高くなっておりました。一方、今回の提携により当社がこ

れまで積極的に開拓してこなかった IT 系以外の一般事業会社に対し、CSK グループと共

同で事業展開を行うことにより、それらの企業に対し当社の iDC サービスを販売すること

が可能になると期待しております。 

今回の提携を機に、CSK グループの IT サービスのノウハウを吸収し、当社のサービス

ラインアップを強化するとともに、IT 系企業から一般事業会社まで、また中堅・中小規模

の企業から大企業までを対象とした「総合 IT アウトソーシング」事業を積極的に拡大して

まいります。 

 

  
3. 資本提携の目的及び内容 

① 資本提携の目的 

当社は、CSK グループとの業務提携をより強固なものとするとともに、新たなデータ

センター構築の資金に充当することを目的とし、株式会社 CSK ホールディングスに対し、

第三者割当増資を実施し、15,000 株を割り当てることで株式会社 CSK ホールディングス

と合意いたしました。なお、今回の第三者割当増資実施後の株式会社 CSK ホールディン

グスが保有する当社株式の比率は 10.97％となります。 

 
② 資本提携の内容（第三者割当増資による新株発行要領） 

１）募集株式の数      15,000 株 

２）払込金額     110,000 円 

３）払込金額の総額  1,650,000,000 円 

４）増加する資本金及び資本準備金に関する事項  

増加する資本金の額は 825,000,000 円（1 株につき 

55,000 円）とし、増加する資本準備金の額は 

825,000,000 円（1 株につき 55,000 円） 

とする。 

５）申込期間  平成 19 年７月 2 日 

６）払込期日  平成 19 年７月 3 日 

７）割当先及び株式数 株式会社 CSK ホールディングス 15,000 株 
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4. 両社の概要 
①名称 株式会社ビットアイル 株式会社 CSK ホールディングス 

②主な事業内容 

iDC サービス、マネージドサービス、

ソリューションサービスを柱とする  

「総合 IT アウトソーシング」事業 

情報サービス事業、金融サービス、証

券事業、プリペイドカード事業、持株会

社関連事業 

③設立年月日 2000 年 6 月 14 日 1968 年 10 月 7 日 

④本店所在地 東京都港区港南二丁目 16 番 4 号 東京都港区南青山二丁目 26 番 1 号

⑤代表者 寺田 航平 福山 義人 

⑥資本の額 18 億 6,169 万円 727 億 9,029 万円 

⑦従業員数 58 名 
139 名 

（グループ従業員数 10,267 名） 

⑧大株主構成及び

持株比率 

寺田倉庫株式会社     28.35% 日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口） 

7.66%

  
寺田 航平          19.01% 日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 

7.07%

  
日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）  

9.68% 株式会社オー・イー 4.78%

  

寺田 保信          6.67% ビー・エヌ・ピー・パリバ・

セキュリティーズ（ジャパ

ン）リミテッド（ビー・エヌ・

ピー・パリバ証券会社） 

3.93%

  

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託

口）               

5.41% カリヨン ディーエムエイ 

オーティシー (常任代理人 

カリヨン証券会社) 

3.10%

  
野村信託銀行株式会社

（投信口）           

2.38% 日本生命保険相互会社 2.85%

  
株式会社ＣＳＫホールデ

ィングス            

2.16% ドイツ証券株式会社 2.37%

  
テレコム・ベンチャー投資

事業組合           

2.00% 大川科学技術財団設立準備委

員会 

2.30%

  山崎 栄二          1.66% ＣＳＫグループ社員持株会 2.08%

  

資産管理サービス信託銀

行株式会社（証券投資信

託口）              

1.11% モルガンホワイトフライヤー

ズエキュイティデリバティヴ

（常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行） 

2.01%

⑨当該会社間の関係 資 本 関 係 当社の株式を 3,250 株保有しております。 

  人 的 関 係 該当事項はありません。 

  取 引 関 係 該当事項はありません。 

（注1） 大株主構成及び持株比率は、当社は平成 19 年 1 月 31 日時点、株式会社 CSK ホール 

ディングスは平成 19 年 3 月 31 日時点のものをそれぞれ記載しております。 

（注 2）当社との資本関係は平成 19 年 6 月 18 日現在の数値を記載しております。 

 
5. 今後の見通し 

 本提携による当期業績への影響は軽微であると想定しております。 

以上 
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