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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社バーテックス リンク

証券コード ９８１６

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 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）】

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

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 昭和49年09月09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 不動産賃貸・株式の所有及び管理

④【事務上の連絡先】

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

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 327,000

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
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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 327,000P 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 327,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.44

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.44

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 4,508

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 4,508

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）

該当事項なし

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）】

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
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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 〒102-0073　東京都千代田区九段北4丁目3番8号

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 昭和59年06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

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経理部

電話番号 03-3985-8711

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 286,000

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 286,000P 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 286,000

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

U
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②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成22年03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.38

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.36

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 4,566

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 4,566

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）

該当事項なし

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）】

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 〒110-0016　東京都台東区台東2丁目20番14号

旧氏名又は名称

旧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

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 平成元年9月21日

代表者氏名 髙山允伯
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代表者役職 代表取締役

事業内容 ソフトウェア開発

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経理部

電話番号 03-3839-7521

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 770,000

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 770,000P 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 770,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

1.04

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

1.04

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（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） 10,748

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 10,748

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）

該当事項なし

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）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 高栄商産株式会社

住所又は本店所在地 〒371-0855　群馬県前橋市問屋町1丁目11番2号

旧氏名又は名称

旧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

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 昭和63年05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 コンピュータ機器リース業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理部

電話番号 03-5954-4311

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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（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） 275,000

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 275,000P 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 275,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.37

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.37

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 4,245

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 4,245

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）

該当事項なし
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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）】

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 〒110-0016　東京都台東区台東2丁目20番14号

旧氏名又は名称

旧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

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08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

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

電話番号 03-3839-7441

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 200,000

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
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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 200,000P 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 200,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.27

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.32

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 2,751

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,751

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）

該当事項なし

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）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 アイレックスシステム株式会社

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
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旧住所又は本店所在地 〒222-0033　横浜市港北区新横浜2丁目14番9号

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04月01日

代表者氏名 久次米正明

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

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理部

電話番号 03-3245-3081

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 232,000

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 232,000P 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 232,000

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】
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発行済株式等総数（株・口）
（平成22年03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.31

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.31

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 3,878

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 3,878

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）

該当事項なし

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）】

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 〒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 〒102-0073　東京都千代田区九段北4丁目3番8号

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09年11月11日

代表者氏名 髙山芳之

代表者役職 代表取締役社長
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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

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理部

電話番号 03-5954-4911

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 185,000

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 185,000P 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 185,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.25

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.25

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（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） 2,906

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,906

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）

該当事項なし

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）】

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 〒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 〒102-0073　東京都千代田区九段北4-3-8

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09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

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理部

電話番号 03-3245-1131

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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（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） 15,000

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 15,000P 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 15,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.02

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.02

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 210

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 210

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）

該当事項なし

EDINET提出書類

ＴＣＳホールディングス株式会社(E06676)

変更報告書（大量保有）

15/23



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）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ノーザンシステムエンジニアリング株式会社

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 〒960-8031　福島県福島市栄町6-6

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17年10月01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

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理部

電話番号 024-544-6851

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 58,000

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
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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 58,000P 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 58,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.08

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.08

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 846

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 846

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）

該当事項なし

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）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社明成商会

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
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旧住所又は本店所在地 〒541-8575　大阪市中央区伏見町四丁目4番1号

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 昭和22年10月31日

代表者氏名 髙山允伯

代表者役職 代表取締役

事業内容 化学品専門商社

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理部

電話番号 03-5299-6211

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 72,000

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 72,000P 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 72,000

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】
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発行済株式等総数（株・口）
（平成22年03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.10

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.10

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 1,061

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 1,061

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）

該当事項なし

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）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 髙山芳之

住所又は本店所在地 〒167-0052　東京都杉並区南荻窪4丁目13番9号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地 〒151-0063　東京都渋谷区富ヶ谷2-14-13-102

②【個人の場合】

生年月日 昭和52年03月28日

職業 会社役員

勤務先名称 TCSホールディングス株式会社

勤務先住所 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職
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事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 髙山芳之

電話番号 03-3245-2411

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 50,000

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 50,000P 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 50,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.07

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.07

（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

該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（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） 500

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 500

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）

該当事項なし

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし

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）ＴＣＳホールディングス株式会社

（２）東京コンピュータサービス株式会社

（３）エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社

（４）ユニシステム株式会社

（５）コムシス株式会社

（６）シグマトロン株式会社

（７）ハイテクシステム株式会社

（８）コンピュートロン株式会社

（９）エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会社

（１０）インターネットウェア株式会社

（１１）豊栄実業株式会社

（１２）高栄商産株式会社

（１３）ウェブ・テック株式会社

（１４）アンドールシステムズ株式会社

（１５）アルファソフトウェア株式会社

（１６）キャデム株式会社

（１７）オープンシステムテクノロジー株式会社

（１８）アイレックスシステム株式会社

（１９）シグマアイティエス株式会社

（２０）医療システムズ株式会社

（２１）株式会社テクノ・セブンシステムズ

（２２）アイレックスインフォテック株式会社

（２３）金融システムソリューションズ株式会社

（２４）ウインテック株式会社

（２５）北部通信工業株式会社

（２６）キャリアスタッフネットワーク株式会社

（２７）ノーザンシステムエンジニアリング株式会社

（２８）株式会社明成商会

（２９）アンドールプロテック株式会社
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（３０）コンピュートロンシステムズ株式会社

（３１）髙山芳之

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） 6,529,000

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 6,529,000P 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 6,529,000

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03月01日現在）

V 74,330,896

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

8.78

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

8.84

（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（％）

ＴＣＳホールディングス株式会社 327,000 0.44

東京コンピュータサービス株式会社 292,000 0.39

エヌ･ティ･ティ･システム開発株式会社 286,000 0.38

ユニシステム株式会社 232,000 0.31

コムシス株式会社 295,000 0.40

シグマトロン株式会社 346,000 0.47

ハイテクシステム株式会社 770,000 1.04

コンピュートロン株式会社 305,000 0.41

エヌ･ティ･ティ･システム技研株式会社 376,000 0.51

インターネットウェア株式会社 45,000 0.06

豊栄実業株式会社 270,000 0.36
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高栄商産株式会社 275,000 0.37

ウェブ・テック株式会社 162,000 0.22

アンドールシステムズ株式会社 334,000 0.45

アルファソフトウェア株式会社 21,000 0.03

キャデム株式会社 212,000 0.29

オープンシステムテクノロジー株式会社 200,000 0.27

アイレックスシステム株式会社 232,000 0.31

シグマアイティエス株式会社 120,000 0.16

医療システムズ株式会社 88,000 0.12

株式会社テクノ・セブンシステムズ 270,000 0.36

アイレックスインフォテック株式会社 37,000 0.05

金融システムソリューションズ株式会社 185,000 0.25

ウインテック株式会社 15,000 0.02

北部通信工業株式会社 120,000 0.16

キャリアスタッフネットワーク株式会社 370,000 0.50

ノーザンシステムエンジニアリング株式会社 58,000 0.08

株式会社明成商会 72,000 0.10

アンドールプロテック株式会社 66,000 0.09

コンピュートロンシステムズ株式会社 98,000 0.13

髙山芳之 50,000 0.07

合計 6,529,000 8.78
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