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【表紙】 

【提出書類】 変更報告書No.31 

【根拠条文】 法第27条の25第１項 

【提出先】 関東財務（支）局長 

【氏名又は名称】 
ＴＣＳホールディングス株式会社 

代表取締役社長 髙山允伯 

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 

【報告義務発生日】 平成19年11月22日 

【提出日】 平成19年11月28日 

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 26 

【提出形態】 連名 

【変更報告書提出事由】 保有割合が1%以上増加 



第１【発行者に関する事項】 

  

  

発行者の名称 株式会社テクノ・セブン 

証券コード ６８５２ 

上場・店頭の別 上場 

上場証券取引所 ジャスダック 



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）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 ＴＣＳホールディングス株式会社 

住所又は本店所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 昭和49年9月9日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 株式の保有によるグループ全体の事業活動の支配及び管理等 

事務上の連絡先及び担当者名 経営企画部 

電話番号 03-3245-2411 

資本業務提携 

該当なし 

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） 4,005,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  4,005,000 N O 

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 
P 

共同保有者間で引渡請求権等の



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

権利が存在するものとして控除

する株券等の数 
Q 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  4,005,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
29.08 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
29.08 

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 

該当なし 

有価証券担保差入証 平成15年3月28日 三菱東京ＵＦＪ銀行 3,950,000株 

自己資金額（U）（千円） 162,560 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 162,560 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

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）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 

住所又は本店所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目3番8号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 昭和59年6月20日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 システムインテグレーションサービス、ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 経理部 

電話番号 03-3985-8744 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 440,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  440,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  440,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
3.19 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
3.07 

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19年09月26日 株券 3,000 0.02% 市場内 取得 

平成19年10月10日 株券 14,000 0.10% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 46,217 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 46,217 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

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）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 豊栄実業株式会社 

住所又は本店所在地 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-11プラザいなば202号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 昭和58年4月21日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 不動産の売買・賃借仲介・周旋及び管理、駐車場の管理運営、損保代理店 

事務上の連絡先及び担当者名 髙山和子 

電話番号 03-3391-9001 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 23,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  23,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  23,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.17 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.15 

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19年09月28

日 
株券 2,000 0.01% 市場内 取得 

平成19年10月19

日 
株券 1,000 0.01% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 2,449 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 2,449 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

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）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 シグマトロン株式会社 

住所又は本店所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 昭和32年1月5日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 ソフトウェア開発、ハードウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 経理部 

電話番号 03-3243-5211 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 232,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  232,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  232,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
1.68 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
1.66 

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 

該当なし 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 24,006 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 24,006 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

５【提出者（大量保有者）／５】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 ハイテクシステム株式会社 

住所又は本店所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目3番地8号市ヶ谷UNビル 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成元年9月21日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 経理部 

電話番号 03-3262-3511 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 433,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  433,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  433,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
3.14 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
3.13 

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 

該当なし 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 42,950 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 42,950 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

６【提出者（大量保有者）／６】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 北部通信工業株式会社 

住所又は本店所在地 〒960-8154 福島県福島市伏拝字沖27番地の1 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 昭和44年3月19日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 電子応用機器の仕入、生産、販売、開発及び技術販売 

事務上の連絡先及び担当者名 管理本部経理グループ 

電話番号 024-545-2235 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 511,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  511,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  511,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
3.71 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
3.58 

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19年09月26日 株券 18,000 0.13% 市場内 取得 

有価証券担保差入証 平成15年7月29日 三菱東京ＵＦＪ銀行 450,000株 

自己資金額（U）（千円） 34,938 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 34,938 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

７【提出者（大量保有者）／７】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 ユニシステム株式会社 

住所又は本店所在地 〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目16番20号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 昭和57年8月20日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 システムインテグレーションサービス、ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 経理部 

電話番号 03-3988-6111 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 67,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  67,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  67,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.49 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.36 

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19年10月01日 株券 5,000 0.04% 市場内 取得 

平成19年10月02日 株券 4,000 0.03% 市場内 取得 

平成19年10月10日 株券 3,000 0.02% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 8,209 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 8,209 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

８【提出者（大量保有者）／８】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 オープンシステムテクノロジー株式会社 

住所又は本店所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目3番8号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成8年12月17日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 管理本部 

電話番号 03-5275-3921 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 59,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  59,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  59,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.43 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.40 

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19年09月28日 株券 3,000 0.02% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 7,093 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 7,093 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

９【提出者（大量保有者）／９】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 金融システムソリューションズ株式会社 

住所又は本店所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目3番8号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成9年11月11日 

代表者氏名 佐藤敏明 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 システムインテグレーションサービス、ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 管理部 

電話番号 03-5275-9811 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 81,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  81,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  81,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.59 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.48 

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19年10月03日 株券 3,000 0.02% 市場内 取得 

平成19年10月05日 株券 1,000 0.01% 市場内 取得 

平成19年10月17日 株券 1,000 0.01% 市場内 取得 

平成19年10月22日 株券 1,000 0.01% 市場内 取得 

平成19年10月24日 株券 9,000 0.07% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 10,180 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 10,180 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

１０【提出者（大量保有者）／１０】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 医療システムズ株式会社 

住所又は本店所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成12年6月20日 

代表者氏名 柳井保平 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 管理本部 

電話番号 03-3243-1810 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 64,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  64,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  64,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.46 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.44 

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 

該当なし 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 

借入金額計（V）（千円） 7,418 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 7,418 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

TCSホールディングス㈱ 持株会社 髙山允伯 中央区日本橋本町4-8-14 ２ 7,418 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

１１【提出者（大量保有者）／１１】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 ウインテック株式会社 

住所又は本店所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-3-8  

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成13年9月10日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 システムインテグレーションサービス、ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 管理部 

電話番号 03-3263-9211 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 67,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  67,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  67,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.49 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.38 

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19年10月17日 株券 3,000 0.02% 市場内 取得 

平成19年10月24日 株券 4,000 0.03% 市場内 取得 

平成19年11月16日 株券 8,000 0.06% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 8,519 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 8,519 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

１２【提出者（大量保有者）／１２】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 ウェブ・テック株式会社 

住所又は本店所在地 〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目16番20号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成13年4月20日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 
情報ネットワークシステムの開発、設計、

運用管理並びにコンサルタント 

事務上の連絡先及び担当者名 管理部 

電話番号 03-5958-0211 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 50,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  50,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  50,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.36 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.29 

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19年10月19日 株券 9,000 0.07% 市場内 取得 

平成19年10月24日 株券 1,000 0.01% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 6,565 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 6,565 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

１３【提出者（大量保有者）／１３】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 東京コンピュータサービス株式会社 

住所又は本店所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成17年10月1日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 システムインテグレーションサービス、ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 経理部 

電話番号 03-3243-6871 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 7,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  7,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  7,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.05 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
― 

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19年11月22日 株券 7,000 0.05% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 777 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 777 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

１４【提出者（大量保有者）／１４】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 アイレックスインフォテック株式会社 

住所又は本店所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 

旧氏名又は名称 インフォテック株式会社 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成3年1月10日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 システムインテグレーションサービス、ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 管理部 

電話番号 03-3243-6081 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 25,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  25,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  25,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.18 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.14 

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19年10月01日 株券 1,000 0.01% 市場内 取得 

平成19年10月12日 株券 5,000 0.04% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 3,073 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 3,073 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

１５【提出者（大量保有者）／１５】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 アンドールシステムズ株式会社 

住所又は本店所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成14年4月1日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 システムインテグレーションサービス、ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 管理部 

電話番号 03-3243-1721 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 30,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  30,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  30,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.22 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.18 

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19年10月09日 株券 5,000 0.04% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 3,824 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 3,824 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

１６【提出者（大量保有者）／１６】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 シグマアイティエス株式会社 

住所又は本店所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成10年5月15日 

代表者氏名 髙山芳之 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 システムインテグレーションサービス、ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 管理部 

電話番号 03-3243-6781 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 39,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  39,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  39,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.28 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
0.17 

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19年10月15日 株券 3,000 0.02% 市場内 取得 

平成19年10月17日 株券 3,000 0.02% 市場内 取得 

平成19年10月22日 株券 6,000 0.04% 市場内 取得 

平成19年10月23日 株券 2,000 0.01% 市場内 取得 

平成19年11月01日 株券 2,000 0.01% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 4,886 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 4,886 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



  

１７【提出者（大量保有者）／１７】 

(1）【提出者の概要】 

①【提出者（大量保有者）】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

 (2）【保有目的】 

 (3）【重要提案行為等】 

(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

個人・法人の別 法人（株式会社） 

氏名又は名称 アルファソフトウェア株式会社 

住所又は本店所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目3番8号  

旧氏名又は名称 

旧住所又は本店所在地 

生年月日 

職業 

勤務先名称 

勤務先住所 

設立年月日 平成18年4月12日 

代表者氏名 髙山允伯 

代表者役職 代表取締役 

事業内容 ソフトウェア開発 

事務上の連絡先及び担当者名 管理部 

電話番号 03-3263-5641 

ＴＣＳグループ全体でより強固な連携を図ること 

該当なし 

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） 1,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M  1,000 N O 

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 
P 

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
Q 



②【株券等保有割合】 

 (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】 

 (6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

 (7）【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

②【借入金の内訳】 

③【借入先の名称等】 

  

する株券等の数 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R  1,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
0.01 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
― 

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19年11月22日 株券 1,000 0.01% 市場内 取得 

該当なし 

自己資金額（U）（千円） 112 

借入金額計（V）（千円） 

その他金額計（W）（千円） 

上記（W）の内訳 

取得資金合計（千円）（U+V+W） 112 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

該当なし 

名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

該当なし 



第３【共同保有者に関する事項】該当なし 

１【共同保有者／１】 

(1）【共同保有者の概要】 

①【共同保有者】 

②【個人の場合】 

③【法人の場合】 

④【事務上の連絡先】 

(2）【上記共同保有者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

②【株券等保有割合】 

  

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】 

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】 

(2）【株券等保有割合】 

ＴＣＳホールディングス株式会社 

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 

豊栄実業株式会社 

高栄商産株式会社 

エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会社 

シグマトロン株式会社 

ハイテクシステム株式会社 

北部通信工業株式会社 

ユニシステム株式会社 

コムシス株式会社 

コンピュートロン株式会社 

インターネットウェア株式会社 

キャデム株式会社 

オープンシステムテクノロジー株式会社 

金融システムソリューションズ株式会社 

医療システムズ株式会社 

ウインテック株式会社 

ウェブ・テック株式会社 

東京コンピュータサービス株式会社 

キャリアスタッフネットワーク株式会社 

ムトーメカトロニクス株式会社 

アイレックスインフォテック株式会社 

アイレックスシステム株式会社 

アンドールシステムズ株式会社 

シグマアイティエス株式会社 

アルファソフトウェア株式会社 

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） 6,797,000 

新株予約権証券（株） A － G 

新株予約権付社債券（株） B － H 

対象有価証券カバードワラント C I 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D J 

対象有価証券償還社債 E K 

他社株等転換株券 F L 

合計（株・口） M 6,797,000 N O 

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 
P 

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 
Q 

保有株券等の数（総数） 

（M+N+O-P-Q） 
R 6,797,000 

保有潜在株式の数 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
S 

発行済株式等総数（株・口） 

（平成19年11月22日現在） 
T 13,772,400 



  

(3）【共同保有における株券等保有割合の内訳】 

上記提出者の 

株券等保有割合（％） 

（R/(S+T)×100） 
49.35 

直前の報告書に記載された 

株券等保有割合（％） 
48.31 

提出者又は共同保有者名 
保有株券等の数（総数）（株・

口） 
株券等保有割合

（％） 

ＴＣＳホールディングス株式会社 4,005,000 29.08 

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会

社 
440,000 3.19 

豊栄実業株式会社 23,000 0.17 

高栄商産株式会社 82,000 0.60 

エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会

社 
235,000 1.71 

シグマトロン株式会社 232,000 1.68 

ハイテクシステム株式会社 433,000 3.14 

北部通信工業株式会社 511,000 3.71 

ユニシステム株式会社 67,000 0.49 

コムシス株式会社 78,000 0.57 

コンピュートロン株式会社 88,000 0.64 

インターネットウェア株式会社 63,000 0.46 

キャデム株式会社 54,000 0.39 

オープンシステムテクノロジー株式会社 59,000 0.43 

金融システムソリューションズ株式会社 81,000 0.59 

医療システムズ株式会社 64,000 0.46 

ウインテック株式会社 67,000 0.49 

ウェブ・テック株式会社 50,000 0.36 

東京コンピュータサービス株式会社 7,000 0.05 

キャリアスタッフネットワーク株式会社 24,000 0.17 

ムトーメカトロニクス株式会社 18,000 0.13 

アイレックスインフォテック株式会社 25,000 0.18 

アイレックスシステム株式会社 21,000 0.15 

アンドールシステムズ株式会社 30,000 0.22 

シグマアイティエス株式会社 39,000 0.28 

アルファソフトウェア株式会社 1,000 0.01 



  

  

  

合計 6,797,000 49.35 
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