
 

 
 

2022年１月 31日 

 

各 位 

会社名 株式会社 新生銀行 

代表者名 代表取締役社長 工藤 英之 

 （コード：8303 東証第一部） 

 

 

親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 

当行の親会社、その他の関係会社及び主要株主について、以下のとおり異動が生じる予定ですの

で、お知らせいたします。 

 

１. 異動が見込まれるに至った経緯 

当行の親会社である SBIホールディングス株式会社（以下「SBIHD」といいます。）から、SBIHDが所

有する当行株式（42,737,700 株）について、SBIHDの 100％子会社である SBI地銀ホールディングス株

式会社（以下「SBI地銀ホールディングス」といいます。）に 2022年２月１日付で譲渡する予定である

旨の報告を受けました（以下「本件譲渡」といいます。）（注１）。 

これにより、SBIHDは当行の主要株主に該当しなくなり、SBI地銀ホールディングスは、当行の「そ

の他の関係会社」から「親会社」となる予定です（注２）。なお、本件譲渡により、SBIHDは当行の主

要株主ではなくなりますが、SBIHDは SBI 地銀ホールディングスの完全親会社であることから、引き続

き当行の親会社である予定です。 

（注１） 詳細は、SBIHDが 2022年１月 31日付で公表した「株式会社新生銀行（証券コード：

8303）株式の買集め行為に該当する株式取得についてのお知らせ」をご参照ください。 

（注２） SBI地銀ホールディングスは、本日現在、当行株式 56,922,299株を所有しています。 

 

２．異動する株主の概要 

（１）主要株主に該当しなくなる株主 

（１） 名称 SBIホールディングス株式会社 

（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 北尾 吉孝 

（４） 事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 

（５） 資本金 98,929 百万円（2021 年 9月 30日現在） 

（６） 設立年月日 1999年７月８日 

（７） 連結資本 789,628 百万円（2021年 9月 30日現在） 
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（８） 連結総資産 7,619,339百万円（2021年 9月 30日現在） 

（９） 

大株主及び持株比率 

(2021年 9月 30 日

現在) 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口） 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 

ノーザン トラスト カンパニー（エイブイエフ

シー）アカウント ノン トリーテイー 

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 

株式会社日本カストディ銀行（信託口 9） 

北尾 吉孝 

ステート ストリート バンク ウェスト クライ

アント トリーティー 505234 

ステート ストリート バンク アンド トラス

ト カンパニー 505223 

ジェイピー モルガン チェース バンク 

385781 

 

13.97％ 

5.22％ 

 

5.13％ 

4.39％ 

2.74％ 

2.28％ 

1.64％ 

 

1.55％ 

 

1.29％ 

 

1.28％ 

（10） 
上場会社と 

当該株主の関係 

資本関係 

SBIHDは、当行株式を 42,737,700 株所有しており

ますが、本件譲渡により当行株式を所有しなくな

る予定です。 

人的関係 
SBIHDの代表取締役副社長である川島克哉氏及び執

行役員の畑尾勝巳氏は当行の顧問です。 

取引関係 

当行と SBIHD との間には、以下の取引関係があり

ます。 

・当行は SBIHDの関連会社であるマネータップ株

式会社の株主です。 

・当行は SBIHDの子会社である地方創生パートナ

ーズ株式会社の株主です。 

・当行は SBIHDの子会社である SBIインベストメ

ント株式会社が設立運営する FinTechビジネス

イノベーション投資事業有限責任組合、SBI 

AI&Blockchain投資事業有限責任組合及び SBI4

＆5投資事業有限責任組合へ出資しております。 

・SBIHD、SBIリーシングサービス株式会社及び

SBI FinTech Solutions株式会社は当行との間で



 

 
 

融資取引を行っております。 

 

（２）新たに親会社に該当することとなる株主 

（１） 名称 SBI地銀ホールディングス株式会社 

（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 森田 俊平 

（４） 事業内容 

(1) 有価証券等の保有、管理、運用および取得等の投資事業  

(2) 企業の営業譲渡、資産売買、資本参加、業務提携および合併に

関する調査、企画並びにそれらの斡旋、仲介  

(3) 経営一般に関するコンサルティング  

(4) 会社の帳簿の記帳および決算に関する事務並びに経営、経理に

関する診断および指導  

(5) 情報提供サービス業 

(6) システムの開発、販売およびレンタル  

(7) 上記各号に附帯または関連する一切の業務 

（５） 資本金 28,600 百万円（2021 年 12月 31日現在） 

（６） 設立年月日 2015年 8月 25日 

（７） 純資産 65,053百万円（2021 年 12月 31日現在） 

（８） 総資産 122,845 百万円（2021年 12月 31日現在） 

（９） 

大株主及び持株比率 

(2021年 12 月 31 日

現在) 

SBIホールディングス株式会社（100％） 

（10） 
上場会社と 

当該株主の関係 

資本関係 

SBI地銀ホールディングスは、当行株式を

56,922,299株所有しておりますが、本件譲渡によ

り当行株式を 99,659,999株所有することとなる予

定です。 

人的関係 
当行と SBI地銀ホールディングスとの間には、記

載すべき人的関係はありません。 

取引関係 
当行と SBI地銀ホールディングスとの間には、記

載すべき取引関係はありません。 

 

３．異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

（１）SBIホールディングス株式会社（主要株主に該当しなくなる株主） 



 

 
 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合 計 

異動前 

（2021

年 12月

31 日現

在） 

親会社及び主要株主 
427,377個 

（20.48％） 

569,222個 

（27.28％） 

996,599 個 

（47.77％） 

異動後 親会社 
０個 

（０％） 

996,599 個 

（47.77％） 

996,599 個 

（47.77％） 

※異動前及び異動後の「議決権の数（議決権所有割合）」は、当行が 2022年１月６日に提出した自己

株券買付状況報告書（金融商品取引法第 24条の６第 1項に基づくもの）に記載された 2021年 12月 31

日現在の発行済株式総数（259,034,689株）から 2021 年 12月 31日現在の当行が所有する自己株式数

（50,393,609株）を控除した株式数（208,641,080 株）に係る議決権の数（2,086,410個）を分母とし

て計算しております。以下同じです。 

 

（２）SBI地銀ホールディングス株式会社（新たに親会社に該当することとなる株主） 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合 計 

異動前 

（2021

年 12月

31 日現

在） 

その他の関係会社、主要

株主、かつ筆頭株主 

569,222個 

（27.28％） 
― 

569,222個 

（27.28％） 

異動後 
親会社、主要株主、かつ

筆頭株主 

996,599 個 

（47.77％） 
― 

996,599 個 

（47.77％） 

 

４．異動予定日 

2022年２月１日 

 

５．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

本件譲渡により、当行の親会社に追加となる見込みの SBI地銀ホールディングスは非上場会社であ

ります。しかし、SBI 地銀ホールディングスは SBIHDの完全子会社であることから、当行は、当行に与

える影響が大きいと認められる親会社は SBIHD と考えております。 

よって、開示対象となる非上場の親会社等に該当するものはありません。 



 

 
 

 

６．今後の見通し 

上記の異動による当行の業績に与える影響はありません。 

 

以 上 

 

お問い合わせ先 

          

新生銀行 グループ IR・広報部 

報道機関のみなさま： Shinsei_PR@shinseibank.com 

株主・投資家のみなさま： Shinsei_IR@shinseibank.com 
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