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平成 21年 12月 1日 

各      位 
会 社 名  ぴあ株式会社 
代表者名  代表取締役社長 矢内 廣 
（コード番号 4337 東証第一部） 
問合せ先  取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ長 松岡 慎一郎 
（TEL．03－3265－9605） 
会 社 名  株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 
代表者名  代表取締役社長 村田 紀敏 
（コード番号 3382  東証第一部） 
問合せ先  取締役 氏家 忠彦            
（TEL．03－6238－3000） 

 

業務・資本提携に関するお知らせ 
 
 ぴあ株式会社と株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、それぞれ平成 21年 12月 1日開催の
取締役会において、業務・資本提携について基本合意することを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 業務・資本提携の理由 

ぴあ株式会社は、「モノ」の時代から「心」の時代を迎えた 21世紀において、毎日の暮らしを
生き生きと感動的なものにするために、人々の心の豊かさをサポートする「感動のライフライン」

の構築を標榜しております。 
株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、平成 17年 9月の設立以来、「新・総合生活産業」

の実現に向けて、傘下の各事業会社によるお客様への様々な商品・サービスを展開することによ

り、グループ企業価値の最大化を目指しております。 
今般両社は、お互いの経営理念に共感し、両社グループの持つ経営資源を相互に活用すること

により、相互のお客様に対しより付加価値の高く専門性に優れた商品・サービスの提供を行い、

相互の企業価値向上が図れるものと確信し、業務・資本提携について基本合意いたしました。 
 

２． 業務提携の内容 
①チケット販売に関する提携 
 指定席チケットやイベント企画チケット等、お客様や地域のライフスタイルにあわせて取扱い

チケットの拡大に注力するほか、セブン＆アイ・ホールディングス傘下でのチケット販売拠点

の拡充を目指してまいります。 
②関連ビジネスに関する提携 
 映画などの新作キャンペーンや各種イベントに連動してチケット販売と同時に関連商品の企

画・販売を強化するとともに、雑誌「ぴあ」等を通じた新たなメディアプロモーションを進め

てまいります。 
③会員ビジネスに関する提携 
 両社の持つ会員組織基盤を活用したマーケティングについて検討するほか、金融面では電子マ

ネー「nanaco」を通じてのチケット決済の多様化・ポイント連携等を模索してまいります。 
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３．資本提携の内容 
   ぴあ株式会社が第三者割当による新株式 2,798,800 株を発行し、株式会社セブン＆アイ・ホー
ルディングス及びその連結子会社である株式会社セブン＆アイ・ネットメディア、株式会社セブ

ン－イレブン・ジャパンの３社がそれぞれ 1,409,400 株、704,700 株、684,700 株を引き受けま
す。本件実施により、株式会社セブン＆アイ・ホールディングスのぴあ株式会社に対する議決権

割合は連結ベースで 20.0％となり、ぴあ株式会社は株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの
持分法適用会社になります。 

 
４．提携当事者の概要 

(１) 名     称 ぴあ株式会社 株式会社セブン＆アイ 
・ホールディングス 

(２) 主な事業内容 チケット事業、出版事業 
情報サービス他事業 

事業を営む会社の 
事業活動の支配・管理 

(３) 設 立 年 月 日 昭和 49年 12月 20日 平成 17年 9月 1日 
(４) 本 店 所 在 地 東京都千代田区三番町５番地 19 東京都千代田区二番町 8番地 8 

(５) 代  表  者 代表取締役社長 矢内 廣 代表取締役会長 鈴木 敏文 
代表取締役社長 村田 紀敏 

(６) 資 本 金の額 ※1 4,475百万円 50,000百万円 
(７) 発行済株式総数 ※1 11,294千株 906,441千株 
(８) 純資産（連結） ※1 1,808百万円 1,860,672百万円 
(９) 総資産（連結） ※1 23,571百万円 3,727,060百万円 
(10) 事業年度の末日 ３月末日 2月末日 

(11) 大株主及び持株比率 
※1 

 

1.矢内 廣        24.52%
2.凸版印刷株式会社     8.72%
3.斎藤 廣一            6.43%
4.林 和男              5.66%
5.株式会社経営共創基盤  4.26%
 

1.伊藤興業株式会社  7.58％ 
2.日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 
株式会社(信託口)  5.52％ 

3.日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 
株式会社(信託口 4G）4.84％ 

4.日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 
株式会社(信託口)   4.41％ 

5.第一生命保険相互会社 3.04% 
  

(１) 名     称 株式会社セブン＆アイ 
・ネットメディア 

株式会社 
セブン－イレブン・ジャパン 

(２) 主な事業内容 ＩＴ・サービス関連事業の統括 コンビニエンスストア事業 
(３) 設 立 年 月 日 平成 20年 7月 11日 昭和 48年 11月 20日 
(４) 本 店 所 在 地 東京都千代田区二番町 8番地 8 東京都千代田区二番町 8番地 8 

(５) 代  表  者 代表取締役社長 後藤 克弘 代表取締役会長 鈴木 敏文 
代表取締役社長 井阪 隆一 

(６) 資 本 金の額 ※1 665百万円 17,200百万円 
(７) 事業年度の末日 2月末日 2月末日 
(８) 大株主及び持株比率 

※1 
 

株式会社 
セブン＆アイ・ホールディングス

100％

株式会社 
セブン＆アイ・ホールディングス

100％ 
※1. ぴあ株式会社は平成 21 年 3 月 31 日現在、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス、株

式会社セブン－イレブン・ジャパンおよび株式会社セブン＆アイ・ネットメディアは平成

21年 2月 28日現在であります。 
 
   尚、当事会社間の関係については、本日開示しております「第三者割当による新株式発行並び

に主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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５．日程 
 平成 21年 12月 1日    両社取締役会決議、業務・資本提携に関する基本合意 
             株式引受契約締結 
 平成 21年 12月 18日  払込期日/新株券交付日 
 

６．今後の見通し 
  ぴあ株式会社 
   本業務・資本提携による平成 22 年３月期の業績に与える影響については、現在のところ未
定であり、今後、業績への影響が確定次第、適時開示いたします。 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 
本業務・資本提携による業績への影響は、短期的には軽微なものと考えられますが、両社の

経営資源を融合し、提携関係を推進することにより、中長期的な観点において、相互の利益に

資するものであります。 
以  上 


