
 

 

                       2022 年８月 23 日 

 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 T H E グ ロ ー バ ル 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  永嶋  秀和 

（東証スタンダード：コード 3271）        

問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 部 長  岡 田  一 男 

（TEL.03－3345－6111） 

 

 

親会社の異動及び主要株主である筆頭株主の異動 

並びに借入金の借入先変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日SBIホールディングス株式会社（東証プライム：8473 代表取締役社長北尾吉孝）より株式会社

アスコット（東証スタンダード：3264 代表取締役社長中林毅）が保有する当社株式を取得するため株式譲渡契

約（以下「本株式譲渡契約」といいます。）を締結した旨の連絡を受けました。 

これにより、当社の親会社の異動及び主要株主である筆頭株主の異動が予定されていますので、お知らせいた

します。 

なお、内容につきましては、SBIホールディングス株式会社及び株式会社アスコットの本日発表の開示資料を

ご参照ください。 

また、この異動に合わせて、株式譲渡予定日において、当社連結子会社である株式会社グローバル・エルシー

ドの株式会社アスコットからの借入金については、債権譲渡によりSBIホールディングス株式会社の子会社であ

ります株式会社ＳＢＩ証券からの借入金となる予定であります。 

 

記 

 

Ⅰ親会社及び主要株主である筆頭株主の異動 

１．異動の年月日 

2022年９月21日（予定） 

 

２．異動が見込まれるに至った経緯 

本株式譲渡契約締結により、本株式譲渡契約における株式譲渡予定日である2022年９月21日には、株式会

社アスコットは親会社及び主要株主である筆頭株主でなくなり、新たにSBIホールディングス株式会社が親

会社及び主要株主である筆頭株主になる予定であります。 

 

３．異動する株主の概要 

(１)新たに親会社及び主要株主である筆頭株主となるもの 

（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  代表取締役会長兼社長 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）資本金の額  99,312 百万円（2022 年３月 31 日現在） 

（6）設立年月日  1999 年７月８日 



（7）純資産 1,583,258 百万円（2022 年３月 31 日現在）  

（8）連結総資産 17,838,200 百万円（2022 年３月 31 日現在） 

（9）大株主及び持株比率  

（2022年３月 31 日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 17.32％ 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6.06％ 

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 

5.25％ 

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン １４００５１ 4.39％ 

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン １４００４２ 2.90％ 

北尾 吉孝 1.63％ 

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 

1.60％ 

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 

1.46％ 

ＪＰモルガン証券株式会社 1.34％ 

ジェーピー モルガン チェース バンク ３８５７８１ 1.28％ 

（10)当社との関係  資本関係 SBIホールディングスは、当社の普通株式14,705,000株

（所有割合51.95％）を所有している株式会社アスコット

の普通株式45,483,870株（所有割合35.01％）を所有して

おります。 

人的関係 当社の取締役10名のうち、１名がSBIホールディングス株

式会社の代表取締役副社長を兼任しており、１名がSBIホ

ールディングス株式会社の従業員を兼職しております。 

また、SBIホールディングス株式会社の完全子会社の株式

会社ＳＢＩ証券から当社へ１名出向があります。 

取引関係 当社は、SBIホールディングス株式会社の完全子会社であ

る株式会社ＳＢＩ証券との間で業務委託取引を行ってお

ります。 

また、当社の連結子会社である株式会社グローバル・エ

ルシード及び株式会社グローバル・キャストは、株式会

社ＳＢＩ証券より借入を行っております。 

 

（２）親会社及び主要株主である筆頭株主でなくなるもの 

（1）名称  株式会社アスコット  

（2）所在地  東 京都渋谷区神宮前三丁目１番 30 号 

（3）代表者の役職・氏名  代表取締役社長 中林 毅  

（4）事業内容 不動産開発事業、不動産ソリューション事業 

（5）資本金の額  10,867百万円（2022 年６月 30 日現在） 

（6）設立年月日 1999 年４月 

（7）純資産 25,235百万円（2022 年６月 30 日現在）  

（8）連結総資産 78,479百万円（2022 年６月 30 日現在） 

（9）大株主及び持株比率  

（2022 年３月 31 日現在） 

SUN YE COMPANY LIMITED 46.78％ 

SBIホールディングス株式会社 35.01％ 

平安ジャパン・インベストメント１号投資事業有限責任組

合 

5.88％ 

ＨＳホールディングス株式会社 0.38％ 

原田 文雄 0.30％ 

福田 穂積 0.25％ 

株式会社ホウセイ 0.24％ 



ＪＰモルガン証券株式会社 0.22％ 

小林 祐治 0.20％ 

前田 雅昭 0.17％ 

（10)当社との関係  資本関係 当社の普通株式14,705,000株（所有割合51.95％）を所有

しております。 

人的関係 当社の取締役10名のうち、５名が株式会社アスコットの取

締役を兼任しております。また、当社の監査役３名のう

ち、１名が株式会社アスコットの監査役を兼任しておりま

す。 

取引関係 当社の連結子会社である株式会社グローバル・エルシード

は、株式会社アスコットより借入を行っております。 

 

４．異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

（１）株式会社SBIホールディングス（新たに親会社及び主要株主である筆頭株主となるもの） 

 属性 議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 間接所有分 計 

異動前 その他の 

関係会社 

― ― ― 

異動後 親会社 147,050個

（51.95％） 

― 147,050個

（51.95％） 

（注）議決権所有割合は、2022年６月30日現在の総株主の議決権の数（283,024個）を基準に算出し、小数点第

３位を切り捨てて表示しております。以下、同じです。 

 

（２）株式会社アスコット（親会社及び主要株主である筆頭株主でなくなるもの） 

 属性 議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 間接所有分 計 

異動前 親会社 147,050個

（51.95％） 

― 147,050個

（51.95％） 

異動後 ― ― ― ― 

 

５．今後の見通し 

当社の業績に与える影響は軽微であります。 

 

Ⅱ．借入金の借入先変更について 

当社の連結子会社である株式会社グローバル・エルシードは、株式会社アスコットから5,399百万円の借入金

がありますが、上記の株式譲渡に並行して、株式譲渡日において債権譲渡により、SBIホールディングス株式会

社の子会社であります株式会社ＳＢＩ証券からの借入金5,399百万円となる予定であります。 

 

以 上 


