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内容に

付して表示しております。

 

 

１．異動が生じる経緯

（変更

 当社は、

携に関するお知らせ」にありますように、当社と

会社との資本業務提携を実施するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

1,018,500

ルサービシーズ株式会社及び

して譲渡する（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動

である旨の連絡を受けております。さらに、

当社株式を直ちに

る（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動②」といいます。）

連絡を受けております。

 

（変更

 当社は、

社との資本業務提携

ますように、当社と

するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

く発行済株式数に対する割合

SBI グループに
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（開示事項の

2019 年 12 月 26

内容に変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお

付して表示しております。

１．異動が生じる経緯

変更前） 

当社は、本日公表しました「

に関するお知らせ」にありますように、当社と

との資本業務提携を実施するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

1,018,500 株（自己株式を除く発行済株式数に対する割合

ルサービシーズ株式会社及び

して譲渡する（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動

である旨の連絡を受けております。さらに、

当社株式を直ちに

（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動②」といいます。）

連絡を受けております。

変更後） 

当社は、2019

社との資本業務提携

ますように、当社と

するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

く発行済株式数に対する割合

グループに譲渡

                                

開示事項の変更

26 日付で開示いたしました「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」の

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお

付して表示しております。 

１．異動が生じる経緯 

公表しました「

に関するお知らせ」にありますように、当社と

との資本業務提携を実施するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

株（自己株式を除く発行済株式数に対する割合

ルサービシーズ株式会社及び

して譲渡する（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動

である旨の連絡を受けております。さらに、

当社株式を直ちに SBI ファイナンシャルサービシーズ

（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動②」といいます。）

連絡を受けております。 

2019 年 12 月 26

社との資本業務提携に関するお知らせ」

ますように、当社と SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社

するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

く発行済株式数に対する割合

譲渡する予定であるとの連絡を受けております。

                                

変更）主要株主の異動

付で開示いたしました「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」の

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお

 

公表しました「SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社との資本業務提

に関するお知らせ」にありますように、当社と

との資本業務提携を実施するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

株（自己株式を除く発行済株式数に対する割合

ルサービシーズ株式会社及び SBI グループ

して譲渡する（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動

である旨の連絡を受けております。さらに、

ファイナンシャルサービシーズ

（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動②」といいます。）

26 日に公表しました「

に関するお知らせ」

ファイナンシャルサービシーズ株式会社

するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

く発行済株式数に対する割合 15.13％）を

する予定であるとの連絡を受けております。
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会

代表者名

問合せ先

                                

主要株主の異動

付で開示いたしました「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」の

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお

記 

ファイナンシャルサービシーズ株式会社との資本業務提

に関するお知らせ」にありますように、当社と SBI

との資本業務提携を実施するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

株（自己株式を除く発行済株式数に対する割合

グループへの株式譲渡を仲介する株式会社

して譲渡する（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動

である旨の連絡を受けております。さらに、SBI 証券株式会社は、中島

ファイナンシャルサービシーズ

（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動②」といいます。）

公表しました「SBI

に関するお知らせ」及び本日公表しましたその訂正のお知らせ

ファイナンシャルサービシーズ株式会社

するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

％）を SBI ファイナンシャルサービシーズ

する予定であるとの連絡を受けております。

会 社 名 

代表者名 

（コード：

問合せ先 

                                

主要株主の異動の予定に関するお知らせ

付で開示いたしました「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」の

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお

ファイナンシャルサービシーズ株式会社との資本業務提

SBI ファイナンシャルサービシーズ株式

との資本業務提携を実施するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

株（自己株式を除く発行済株式数に対する割合 15.13

への株式譲渡を仲介する株式会社

して譲渡する（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動

証券株式会社は、中島

ファイナンシャルサービシーズ株式会社

（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動②」といいます。）

SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会

及び本日公表しましたその訂正のお知らせ

ファイナンシャルサービシーズ株式会社

するため、当社の主要株主である中島正三氏から、当社株式 1,018,500

ファイナンシャルサービシーズ

する予定であるとの連絡を受けております。

2019

 株式会社ダブルスタンダード

 代表取締役

（コード：3925

 執行役員管理部長

                                （TEL. 

に関するお知らせ

付で開示いたしました「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」の

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお変更

ファイナンシャルサービシーズ株式会社との資本業務提

ファイナンシャルサービシーズ株式

との資本業務提携を実施するため、当社の主要株主である中島正三氏から、

15.13％）を SBI

への株式譲渡を仲介する株式会社

して譲渡する（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動①」といいます。）予定

証券株式会社は、中島正三氏から取得した

株式会社及び SBI グループに

（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動②」といいます。）

ファイナンシャルサービシーズ株式会

及び本日公表しましたその訂正のお知らせ

ファイナンシャルサービシーズ株式会社との資本業務提携を実施

1,018,500 株（自己株式を除

ファイナンシャルサービシーズ

する予定であるとの連絡を受けております。 

2019 年 12 月

ダブルスタンダード

代表取締役 清水 

3925 東証第一部

執行役員管理部長 和田

TEL. 03-5561-7608

に関するお知らせ 

付で開示いたしました「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」の

変更箇所は下線を

ファイナンシャルサービシーズ株式会社との資本業務提

ファイナンシャルサービシーズ株式

との資本業務提携を実施するため、当社の主要株主である中島正三氏から、当社株式

SBI ファイナンシャ

への株式譲渡を仲介する株式会社 SBI 証券に対

」といいます。）予定

正三氏から取得した

グループに転売

（以下、当該株式譲渡による主要株主の異動を「異動②」といいます。）予定であるとの

ファイナンシャルサービシーズ株式会

及び本日公表しましたその訂正のお知らせにあり

との資本業務提携を実施

株（自己株式を除

ファイナンシャルサービシーズ株式会社

 

月 30 日 

ダブルスタンダード 

 康裕 

第一部） 

和田 光伸 

7608） 

付で開示いたしました「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」の

箇所は下線を

ファイナンシャルサービシーズ株式会社との資本業務提

ファイナンシャルサービシーズ株式

当社株式

ファイナンシャ

証券に対

」といいます。）予定

正三氏から取得した

転売す

予定であるとの

ファイナンシャルサービシーズ株式会

にあり

との資本業務提携を実施

株（自己株式を除

株式会社及び
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２．異動予定年月日 

（変更前） 

 2019 年 12 月 27 日（株式振替手続完了予定日） 

 

（変更後） 

 2019 年 12 月 30 日（株式振替手続完了予定日） 

 

３．異動する予定の株主の概要 

（変更前） 

（１）株式会社 SBI 証券 

(１) 名 称 株式会社 SBI 証券 

(２) 所 在 地 東京都港区六本木一丁目６番１号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 髙村 正人 

(４) 事 業 内 容 金融商品取引業 

(５) 資 本 金 483 億 2,313 万円 

 

（２）SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社 

（後略） 

 

（変更後） 

（１）の全文削除 

 

SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社 

（後略） 

 

４．異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の

数に対する割合 

（変更前） 

（１）株式会社 SBI 証券 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合※ 
大株主順位 

異 動 前 

（2019 年 12 月 26 日現在） 

0 個 

（0株） 
0.00％ ― 

異 動 ① 後 
10,185 個 

（1,018,500 株） 
15.14％ 第２位 



 

3 

 

異 動 ② 後 
0 個 

（0株） 
0.00％ ― 

 

（２）SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合※ 
大株主順位 

異 動 前 

（2019 年 12 月 27 日現在） 

0 個 

（0株） 
0.00％ ― 

異 動 ② 後 
9,515 個 

（951,500 株） 
14.14％ 第２位 

（後略） 

 

（変更後） 

（１）の全文削除 

 

SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合※ 
大株主順位 

異 動 前 

（2019 年 12 月 30 日現在） 

0 個 

（0株） 
0.00％ ― 

異 動 後 
9,515 個 

（951,500 株） 
14.14％ 第２位 

（後略） 

 

以上 


