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平成27年９月１日	 

各	 位	 

上場会社名	 パイプドＨＤ株式会社	 

代表者名	 代表取締役社長	 佐谷宣昭	 

（コード番号	 3919）	 

問合せ先責任者	 取締役	 	 	 	 	 	 大屋重幸	 

（TEL	 03-5575-6601）	 

	 

	 

子会社等株式の配当による組織再編に関するお知らせ	 

	 

当社の子会社である株式会社パイプドビッツは、平成27年９月１日開催の株主総会において、

子会社等株式の現物配当を実施することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせい

たします。	 

	 

記	 

 
１．子会社等株式の現物配当の理由 
	 当社グループは、本日付けで持株会社体制へ移行し、今後、中長期の持続的成長や業容・組織

の拡大など、一層の企業価値向上を見据え、更なる経営の効率化を行うとともに、グループ経営

資源の適切な配分やグループのガバナンスの強化等を目指してまいります。	 

	 本異動は、グループ組織再編の一環として、「グループ経営の視点で企画、検討、判断する組

織」と「事業遂行に集中し拡大・発展させる組織」とを切り離し、それぞれ専門特化させること

により、経営効率を向上させることを目的として、株式会社パイプドビッツの子会社等株式を当

社直接保有とするために実施いたします。	 

	 

	 

２．株式会社パイプドビッツの剰余金の処分について	 

	 株式会社パイプドビッツは、繰越利益剰余金を原資として、保有する子会社株式等を現物配当

いたします。	 

（１）当社に対する配当財産の種類及び帳簿価額の総額	 

	 当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産（普通株式及び優先株式）であり、株式会社

パイプドビッツの直前帳簿価額とし、以下の通りとなります。	 

会社名	 株数	 帳簿価額	 

ペーパレススタジオジャパン株式会社	 3,000 株	 

1,535 百万円	 

株式会社アズベイス	 105 株	 

Sprinklr	 Japan 株式会社	 1,748,250 株	 

Sprinklr,	 Inc.	 216,382 株	 

株式会社カレン	 12,000 株	 

株式会社パブリカ	 600 株	 

株式会社ウェアハート	 1,100 株	 

	 

（２）当社に対する配当財産の割当てに関する事項	 

	 株式会社パイプドビッツの株主総会時点において、議決権割合の 100％を保有する株主である

当社に対して、配当財産の全てが割り当てられます。	 
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（３）当社に対する当該剰余金の配当効力発生日	 

	 平成 27 年９月１日（火）	 

	 

	 

３．現物配当会社の概要	 

(1)商号	 	 株式会社パイプドビッツ	 

(2)所在地	 	 東京都港区赤坂二丁目９番 11 号	 

(3)代表者の役職・氏名	 代表取締役社長ＣＥＯ	 佐谷宣昭	 

(4)事業内容	 
情報資産プラットフォーム事業、広告事業、ソリューショ

ン事業	 

(5)資本金の額	 	 505,418 千円（平成 27 年５月 31 日現在）	 	 

(6)設立年月日	 	 2000 年４月３日	 	 	 

(7)純資産	 2,730 百万円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(8)総資産	 3,394 百万円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(9)大株主及び持株比率	 パイプドＨＤ株式会社	 100％	 

	 

	 

４．異動する子会社等の概要	 

(1)商号	 	 株式会社アズベイス	 

(2)所在地	 	 東京都新宿区西新宿 1丁目 25-1	 

(3)代表者の役職・氏名	 代表取締役	 奥野栄倫	 

(4)事業内容	 コールセンタープラットフォーム事業	 

(5)資本金の額	 	 31 百万円（平成 27 年５月 31 日現在）	 	 

(6)設立年月日	 	 2006 年１月 13 日	 	 	 

(7)純資産	 125 百万円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(8)総資産	 161 百万円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(9)大株主及び持株比率	 株式会社パイプドビッツ	 100％	 

	 

(1)商号	 	 ペーパレススタジオジャパン株式会社	 

(2)所在地	 	 福岡県福岡市中央区天神 1丁目 9 番 17 号	 	 

(3)代表者の役職・氏名	 代表取締役	 勝目高行	 

(4)事業内容	 
BIM	 建築情報プラットフォーム「ArchiSymphony」の提供、

BIM コンサルタント	 

(5)資本金の額	 	 87,500 千円（平成 27 年５月 31 日現在）	 	 

(6)設立年月日	 	 1998 年９月７日	 	 	 

(7)純資産	 80 百万円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(8)総資産	 104 百万円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(9)大株主及び持株比率	 株式会社パイプドビッツ	 92％	 

	 

(1)商号	 	 株式会社ウェアハート	 

(2)所在地	 	 東京都港区赤坂二丁目９番 11	 号	 

(3)代表者の役職・氏名	 代表取締役	 西田竜司	 

(4)事業内容	 アパレル、雑貨品の電子商取引等	 

(5)資本金の額	 	 30,000 千円	 

(6)設立年月日	 	 2015 年７月 10 日	 

(7)純資産	 60,000 千円（平成 27 年７月 31 日現在）	 

(8)総資産	 60,000 千円（平成 27 年７月 31 日現在）	 

(9)大株主及び持株比率	 株式会社パイプドビッツ	 91.67％	 
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(1)商号	 	 株式会社パブリカ	 

(2)所在地	 	 東京都中央区日本橋人形町２丁目 21 番 11 号	 

(3)代表者の役職・氏名	 代表取締役社長	 東富彦	 

(4)事業内容	 オープンデータサービスの開発、販売	 

(5)資本金の額	 	 16,500 千円	 

(6)設立年月日	 	 2015 年５月 22 日	 

(7)純資産	 33,000 千円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(8)総資産	 33,000 千円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(9)大株主及び持株比率	 株式会社パイプドビッツ	 90.90％	 

	 

(1)商号	 	 株式会社カレン	 

(2)所在地	 	 東京都港区芝大門２丁目 11-１	 

(3)代表者の役職・氏名	 代表取締役	 藤﨑健一	 

(4)事業内容	 デジタル CRM 事業	 

(5)資本金の額	 	 35,000 千円（平成 27 年５月 31 日現在）	 	 

(6)設立年月日	 	 2014 年１月 6 日	 	 	 

(7)純資産	 25,392 千円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(8)総資産	 210,715 千円（平成 27 年５月 31 日現在）	 

(9)大株主及び持株比率	 株式会社パイプドビッツ	 39.02％	 

	 

(1)商号	 	 Sprinklr	 Japan 株式会社	 

(2)所在地	 	 東京都港区南麻布三丁目	 19	 番	 23	 号オーク南麻布ビル	 

(3)代表者の役職・氏名	 代表取締役	 ヘンリー・タン	 

(4)事業内容	 
ソーシャルメディア管理その他の分野に関連するソフト

ウェア、技術の開発、販売	 

(5)資本金の額	 	 500 百万円（平成 27 年５月 31 日現在）	 	 

(6)設立年月日	 	 2014 年 12 月８日	 	 	 

(7)純資産	 守秘義務契約により非開示	 

(8)総資産	 守秘義務契約により非開示	 

(9)大株主及び持株比率	 株式会社パイプドビッツ	 17.5％	 

	 

(1)商号	 	 Sprinklr,	 Inc.	 

(2)所在地	 	 29	 West	 35th	 Street	 8th	 Floor	 New	 York,	 NY	 10001	 USA	 

(3)代表者の役職・氏名	 CEO	 ＆	 Founder	 Ragy	 Thomas	 

(4)事業内容	 
ソーシャルメディア管理その他の分野に関連するソフト

ウェア、技術の開発、販売	 

(5)資本金の額	 	 守秘義務契約により非開示	 

(6)設立年月日	 	 2009 年９月	 

(7)純資産	 守秘義務契約により非開示	 

(8)総資産	 守秘義務契約により非開示	 

(9)大株主及び持株比率	 守秘義務契約により非開示	 

	 

	 

５．日程	 

	 平成 27 年９月１日（火）	 株式会社パイプドビッツ	 株主総会決議	 

	 平成 27 年９月１日（火）	 現物配当日	 
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６．今後の見通し	 

	 本件は、グループ内の取引であり、当社の連結純資産額に変更を生じるものではなく、連結業

績に与える影響はありません。なお、第２四半期連結業績につきましては、平成 27 年９月 30

日に公表予定です。	 

	 

	 

（ご参考）当期連結業績予想及び前期連結実績	 

（株式会社パイプドビッツ	 平成 27 年 3 月 31 日公表）	 

	 連結売上高	 連結営業利益	 連結経常利益	 連結当期純利益	 

当期連結業績予想	 

（平成 28年２月期）	 

百万円	 

4,000	 

百万円	 

820	 

百万円	 

820	 

百万円	 

490	 

前期連結実績	 

（平成 27年２月期）	 

百万円	 

3,173	 

百万円	 

625	 

百万円	 

634	 

百万円	 

372	 

	 

	 

	 以上	 


