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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ＶＳＮ

証券コード 2135

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 大阪証券取引所

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ＳＢＩキャピタル株式会社　代表取締役　北尾　吉孝

住所又は本店所在地 東京都港区六本木一丁目６番１号

旧氏名又は名称 －

旧住所又は本店所在地 －

②【個人の場合】

生年月日 －

職業 －

勤務先名称 －

勤務先住所 －

③【法人の場合】

設立年月日 平成13年04月13日

代表者氏名 北尾　吉孝

代表者役職 代表取締役

事業内容 投資事業組合財産持分の募集及び販売、投資事業組合財産の運用及び管理等

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ＳＢＩキャピタル株式会社　インベストメント・グループ　金子　登

電話番号 03-6229-1610

（２）【保有目的】

経営権の取得及び重要提案行為を行うこと。
提出者１が無限責任組合員を務めるSBI Value UP Fund１号投資事業有限責任組合（以下「SBIファンド」といいます。）、提出
者３及び提出者４は、発行者の発行済全株式をSBIファンド、提出者３及び提出者４のみで保有することとなるよう、発行者に以
下の要請をしています（以下の①②③の手続に基づき、発行者の発行済全株式をSBIファンド、提出者３及び提出者４のみが保
有することとなるようにする手続を、以下「本スクイーズアウト」といいます。）。すなわち、SBIファンド、提出者３及び提出者
４は、①定款の一部を変更して発行者を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②定款の一部を変更して発行者の発行
する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。）を付すこと及
び③発行者の当該株式の全部取得と引き換えに別個の発行者株式を交付することを付議議案に含む臨時株主総会及び上記②を
付議議案に含む普通株主による種類株主総会の開催を発行者に要請しています。

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,465,100
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新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 1,465,100

信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 1,465,100

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成22年10月20日現在）

V 5,387,125

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

27.20

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

27.20

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

該当事項はありません。

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者１が無限責任組合員を務めるSBIファンドが1,465,100株保有する。
SBIファンド及び提出者４は、平成22年8月13日付で株主間契約を締結し、 (i)SBIファンド及び提出者４がその所有する発行者
の株式の全部について、提出者3による発行者の株券等に対する公開買付けに応募しないこと、(ii)本スクイーズアウト後、発行
者と提出者３の合併（以下「本合併」といいます。）前に、一定の発行者の役職員に対して発行者の株式の譲渡を行う場合があ
ること、（ⅲ）本合併までの間、原則として、相手方による承諾がない限り、自らの所有する発行者の株式を譲渡しないこと、
（ⅳ）当該株主間契約に違反した場合や当該株主間契約において提出者１及び提出者４で協議することとされている事項に関
して協議が調わなかった場合等において、自らの所有する発行者の株式を相手方に取得させ、又は、相手方の所有する発行者の
株式を買い取ることができる権利を有することなどについて合意しております。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 0

借入金額計（X）（千円） 0

その他金額計（Y）（千円） 2,761,714

上記（Y）の内訳
提出者１が無限責任組合員を務めるSBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任
組合からの投資は、当該投資事業組合への出資金に基づくものです。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,761,714

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入
目的

金額
（千円）
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該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社ＶＳＮ

住所又は本店所在地 東京都港区芝浦四丁目16番25号

旧氏名又は名称 －

旧住所又は本店所在地 －

②【個人の場合】

生年月日 －

職業 －

勤務先名称 －

勤務先住所 －

③【法人の場合】

設立年月日 平成16年02月10日

代表者氏名 川崎　健一郎

代表者役職 代表取締役社長

事業内容
ＩＴ・情報システム、メカトロニクス・エレクトロニクス、バイオ・ケミスト
リー分野におけるエンジニア派遣事業、開発請負、及び、有料職業紹介事業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理本部長　石井 均

電話番号 03‐5419‐8880

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 367,894

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券
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株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 367,894P Q

信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 367,894

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成22年10月20日現在）

V 5,387,125

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

6.83

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

6.83

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成22年09月24日普通株式 9,4750.18市場外 処分 新株予約権の行使

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項はありません。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 294,651

借入金額計（X）（千円） 0

その他金額計（Y）（千円） 0

上記（Y）の内訳 -

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 294,651

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入
目的

金額
（千円）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。

３【提出者（大量保有者）／３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 Rホールディングス株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区六本木一丁目６番１号
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旧氏名又は名称 －

旧住所又は本店所在地 －

②【個人の場合】

生年月日 －

職業 －

勤務先名称 －

勤務先住所 －

③【法人の場合】

設立年月日 平成21年06月19日

代表者氏名 大川　竜治

代表者役職 代表取締役

事業内容 有価証券の投資、株式保有による事業活動の支配管理

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ＳＢＩキャピタル株式会社　インベストメント・グループ　金子　登

電話番号 03-6229-1610

（２）【保有目的】

経営権の取得及び重要提案行為を行うこと。
提出者１が無限責任組合員を務めるSBI Value UP Fund１号投資事業有限責任組合（以下「SBIファンド」といいます。）、提出
者３及び提出者４は、発行者の発行済全株式をSBIファンド、提出者３及び提出者４のみで保有することとなるよう、発行者に以
下の要請をしています（以下の①②③の手続に基づき、発行者の発行済全株式をSBIファンド、提出者３及び提出者４のみが保
有することとなるようにする手続を、以下「本スクイーズアウト」といいます。）。すなわち、SBIファンド、提出者３及び提出者
４は、①定款の一部を変更して発行者を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②定款の一部を変更して発行者の発行
する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。）を付すこと及
び③発行者の当該株式の全部取得と引き換えに別個の発行者株式を交付することを付議議案に含む臨時株主総会及び上記②を
付議議案に含む普通株主による種類株主総会の開催を発行者に要請しています。

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 2,810,851

新株予約権証券（株） A 87,975 - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 2,898,826P Q

信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数

R

EDINET提出書類

ＳＢＩキャピタル株式会社(E09691)

変更報告書（大量保有）

 6/10



共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 2,898,826

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 87,975

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成22年10月20日現在）

V 5,387,125

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

52.95

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

52.95

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成22年10月05日 普通株式 2,810,75151.34市場外 取得 850

平成22年10月05日 新株予約権証券 87,9751.61市場外 取得 250

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者3は、株式会社三井住友銀行との間で、平成22年10月20日付で、提出者3が保有する発行者の普通株式の全部（2,810,851
株）を担保に供する旨の、金銭消費貸借契約書及び株式担保権設定に関する協定書を締結しています。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 911,132

借入金額計（X）（千円） 1,500,000

その他金額計（Y）（千円） 0

上記（Y）の内訳
SBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合による現物出資により、100株取
得。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,411,132

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入
目的

金額
（千円）

SBIキャピタル株式会社 投資運用業 北尾吉孝 東京都港区六本木一丁目6番1号 2 1,500,000

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。

４【提出者（大量保有者）／４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（その他（リミテッド・パートナーシップ））

氏名又は名称
アント グローバル パートナーズ ジャパン ストラテジック ファンド ワン 
エル ピー（ケイマン）
（Ant Global Partners Japan Strategic Fund I, L.P.(Cayman)）

住所又は本店所在地

ケイマン諸島、グランドケイマンKY1-1104、ウグランド・ハウス、私書箱309、
メープルズ･コーポレート・サービシズ・リミテッド
（Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1‐1104,Cayman Islands）

旧氏名又は名称 －
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旧住所又は本店所在地 －

②【個人の場合】

生年月日 －

職業 －

勤務先名称 －

勤務先住所 －

③【法人の場合】

設立年月日 平成20年02月07日

代表者氏名 大沼　中

代表者役職 ダイレクター（Director）

事業内容 投資事業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 北山　雅巳

電話番号 03-5226-2511

（２）【保有目的】

経営権の取得及び重要提案行為を行うこと。
提出者１が無限責任組合員を務めるSBI Value UP Fund１号投資事業有限責任組合（以下「SBIファンド」といいます。）、提出
者３及び提出者４は、発行者の発行済全株式をSBIファンド、提出者３及び提出者４のみで保有することとなるよう、発行者に以
下の要請をしています（以下の①②③の手続に基づき、発行者の発行済全株式をSBIファンド、提出者３及び提出者４のみが保
有することとなるようにする手続を、以下「本スクイーズアウト」といいます。）。すなわち、SBIファンド、提出者３及び提出者
４は、①定款の一部を変更して発行者を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②定款の一部を変更して発行者の発行
する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。）を付すこと及
び③発行者の当該株式の全部取得と引き換えに別個の発行者株式を交付することを付議議案に含む臨時株主総会及び上記②を
付議議案に含む普通株主による種類株主総会の開催を発行者に要請しています。

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 580,400

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 580,400P Q

信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数

S
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保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 580,400

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成22年10月20日現在）

V 5,387,125

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

10.77

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

10.77

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

該当事項はありません。

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

SBIファンド及び提出者４は、平成22年8月13日付で株主間契約を締結し、 (i)SBIファンド及び提出者４がその所有する発行者
の株式の全部について、提出者3による発行者の株券等に対する公開買付けに応募しないこと、(ii)本スクイーズアウト後、発行
者と提出者３の合併（以下「本合併」といいます。）前に、一定の発行者の役職員に対して発行者の株式の譲渡を行う場合があ
ること、（ⅲ）本合併までの間、原則として、相手方による承諾がない限り、自らの所有する発行者の株式を譲渡しないこと、
（ⅳ）当該株主間契約に違反した場合や当該株主間契約において提出者１及び提出者４で協議することとされている事項に関
して協議が調わなかった場合等において、自らの所有する発行者の株式を相手方に取得させ、又は、相手方の所有する発行者の
株式を買い取ることができる権利を有することなどについて合意しております。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 868,375

借入金額計（X）（千円） 0

その他金額計（Y）（千円） 0

上記（Y）の内訳 -

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 868,375

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入
目的

金額
（千円）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１）ＳＢＩキャピタル株式会社

（２）株式会社ＶＳＮ

（３）Rホールディングス株式会社

（４）アント グローバル パートナーズ ジャパン ストラテジック ファンド ワン エル ピー（ケイマン）

（Ant Global Partners Japan Strategic Fund I, L.P.(Cayman)）
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２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 3,759,145 1,465,100

新株予約権証券（株） A 87,975 - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 3,847,120P Q 1,465,100

信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 5,312,220

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 87,975

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成22年10月20日現在）

V 5,387,125

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

97.03

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

97.03

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総

数）
（株・口）

株券等保有割合
（％）

ＳＢＩキャピタル株式会社 1,465,100 27.20

株式会社ＶＳＮ 367,894 6.83

Rホールディングス株式会社 2,898,826 52.95

アント グローバル パートナーズ ジャパン ストラテジック ファンド ワン 
エル ピー（ケイマン）
（Ant Global Partners Japan Strategic Fund I, L.P.(Cayman)）

580,400 10.77

合計 5,312,220 97.03
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