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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ＣＳＫ

証券コード 9737

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第一部

 

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 住友商事株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区晴海一丁目8番11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 大正8年12月24日

代表者氏名 加藤　進

代表者役職 取締役社長

事業内容

金属・機械・化学品・燃料・食糧・食品・繊維・物資等各種商品の国内及び

貿易取引（外国間取引を含む）の他、情報産業関連事業・建設不動産事業・

サービス関連事業など

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 金融事務管理部　投資管理チーム（担当者：今立 聡)

電話番号 03 (5166) 7831　

 

（２）【保有目的】

発行者と住商情報システム株式会社が合併等により経営統合することを目的としており、かかる目的達成のために必要

な重要提案行為等を行う予定です。

 

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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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）  93,511,667          

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 93,511,667P     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 93,511,667

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
U     

 （注）保有する株券は、全て普通株式です。　

　

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成23年4月22日現在）

V 173,787,714

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

 53.81

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 53.81

 (注)　発行済株式等総数173,787,714株は、発行者の平成23年２月10日付四半期報告書に記載された平成23年２月10日時

点の発行済株式総数125,787,714株に、平成23年３月15日に新株予約権証券（第6回新株予約権)　の行使により発行され

た発行者の普通株式24,000,000株、及び平成23年４月22日に新株予約権証券（第7回新株予約権）の行使により発行され

た発行者の普通株式24,000,000株を加えた数を記載しています。なお、発行済株式総数には、Ａ種優先株式15,000株、Ｂ種

優先株式15,000株、Ｅ種優先株式5,000株及びＦ種優先株式5,000株が含まれておりますが、各種優先株式については、

株主総会における議決権を有しておりません。　

（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23年４月11日 株券（普通株式） 69,511,667株　40.00% 市場外　  取得 203円

 平成23年４月11日
 新株予約権証券　　（第

７回新株予約権）
24,000,000株13.81% 市場外  取得　 78円

 平成23年４月22日
新株予約権証券

（第７回新株予約権） 
24,000,000株13.81% 市場外  　処分

新株予約権証券

（第7回新株予約

権）の行使によ

る処分（権利行

使価額：1株当た

り125円）
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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23年４月22日株券（普通株式） 24,000,000株13.81% 市場外 　 取得

新株予約権証券

（第7回新株予約

権）の行使によ

る取得（権利行

使価額：1株当た

り125円）

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 提出者は、合同会社ＡＣＡインベストメンツ（以下「ＡＣＡＩ」といいます。）との間で、提出者が保有する株券　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等に関し以下の事項を約しております。

　①　ＡＣＡＩは、提出者が提出者及び住商情報システム株式会社（以下、総称して「買付者」といいます。）が行　

　　　った発行者の株券等に対する公開買付け（公開買付期間は平成23年３月10日から平成23年４月11日まで。以下

　　　「本公開買付け」といいます。）を通じて、ＡＣＡＩから取得した発行者の普通株式（ＡＣＡＩが発行者の第

　　　６回新株予約権の行使により取得した普通株式を含みます。）及び第７回新株予約権（提出者は平成23年４月

　　　 22日付にて第７回新株予約権の行使により普通株式を取得しています。）の全て（以下、本項において「応募

　　　 対象株券等」と総称します。）について、原則として、買付者の事前の書面による承諾なく、発行者の株主総

       会の招集請求権、議題提案権及び議案提案権その他の株主権を行使しないこと

　②　ＡＣＡＩは、平成23年６月に開催予定の発行者の定時株主総会及び種類株主総会（以下「本種類株主総会」と

　　　いい、上記定時株主総会と併せて「本定時株主総会等」といいます。）における応募対象株券等に係る議決権

　　　その他の一切の権利行使について、原則として、買付者の選択に従い、(i)買付者又は買付者の指定する者に対

　　　して包括的な代理権を授与するか、又は(ⅱ)買付者の指示に従って議決権を行使すること

　③　買付者は、上記②に基づき本定時株主総会等における実質的な議決権行使を行う場合、及び本種類株主総会で

　　　その保有する発行者株式に係る議決権行使が可能な場合には、発行者と住商情報システム株式会社の間で締結

　　　した平成23年２月24日付合併契約が承認されるよう議決権行使その他必要な措置を行うこと　

　　　

 

（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） 18,982,868

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） 18,982,868

 

②【借入金の内訳】

            該当事項はありません。

 

③【借入先の名称等】

　　　　　　該当事項はありません。
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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 　住商情報システム株式会社

住所又は本店所在地 　東京都中央区晴海一丁目８番12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44年10月25日

代表者氏名 　中井戸　信英

代表者役職 　代表取締役会長兼社長

事業内容 　情報サービス事業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 　取締役常務執行役員　福永　哲弥

電話番号 　03 (5166) 1340

　

（２）【保有目的】

発行者と締結した平成23年２月24日付合併契約等に基づき発行者と経営統合することを目的としており、かかる目的達

成のために必要な重要提案行為等を行う予定です。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（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）  5,000          

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 5,000P     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 5,000

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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 （注）保有する株券は、全てＦ種優先株式です。Ｆ種優先株式には議決権はありませんが、議決権のある発行者の普通　　

株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付されております。　

　

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成23年4月22日現在）

V 173,787,714

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

 0.00

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 0.00

 (注)　発行済株式等総数173,787,714株は、発行者の平成23年２月10日付四半期報告書に記載された平成23年２月10日時

点の発行済株式総数125,787,714株に、平成23年３月15日に新株予約権証券（第6回新株予約権)　の行使により発行され

た発行者の普通株式24,000,000株、及び平成23年４月22日に新株予約権証券（第7回新株予約権）の行使により発行され

た発行者の普通株式24,000,000株を加えた数を記載しています。なお、発行済株式総数には、Ａ種優先株式15,000株、Ｂ種

優先株式15,000株、Ｅ種優先株式5,000株及びＦ種優先株式5,000株が含まれておりますが、各種優先株式については、

株主総会における議決権を有しておりません。　

（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23年４月11日
 株券

（Ｆ種優先株式）
5,000株　0.00％  市場外　  取得 2,030,000円

　

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 提出者は、ＡＣＡＩとの間で、提出者が保有する株券等に関し以下の事項を約しております。

　①　ＡＣＡＩは、提出者が本公開買付けを通じて、ＡＣＡＩから取得した発行者のＦ種優先株式の全て（以下、本

　　　項において「応募対象株券等」といいます。）について、原則として、買付者の事前の書面による承諾なく、

　　　発行者の株主総会の招集請求権、議題提案権及び議案提案権その他の株主権を行使しないこと

　②　ＡＣＡＩは、本定時株主総会等における応募対象株券等に係る議決権その他の一切の権利行使について、原則　　　　

　　　として、買付者の選択に従い、(i)買付者又は買付者の指定する者に対して包括的な代理権を授与するか、又は

　　　(ⅱ)買付者の指示に従って議決権を行使すること

　③　買付者は、上記②に基づき本定時株主総会等における実質的な議決権行使を行う場合、及び本種類株主総会で

　　　その保有する発行者株式に係る議決権行使が可能な場合には、発行者と提出者の間で締結した平成23年２月24

　　　日付合併契約が承認されるよう議決権行使その他必要な措置を行うこと　　

 　

（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） 10,150,000

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） 10,150,000

 

②【借入金の内訳】

            該当事項はありません。

 

③【借入先の名称等】

　　　　　　該当事項はありません。
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第３【共同保有者に関する事項】

１【共同保有者／１】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】

個人・法人の別  法人（合同会社）

氏名又は名称  合同会社ＡＣＡインベストメンツ

住所又は本店所在地  東京都千代田区平河町二丁目16番15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21年８月12日

代表者氏名  ＡＣＡ株式会社（職務執行者　堀江　聡寧）

代表者役職  代表社員　兼　業務執行社員

事業内容
 株式会社ＣＳＫの株式及び新株予約権の取得、保有及び処分、投資業、そ

 の他付帯業務　

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名   ＡＣＡ株式会社　取締役　大村　勝己

電話番号   03-5226-2511

 

（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】

 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）  5,000          

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 5,000P     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 5,000

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
U     

 （注）保有する株券は、全てＥ種優先株式です。Ｅ種優先株式には議決権はありませんが、議決権のある発行者の普通

株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付されております。　
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②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成23年４月22日現在）

V 173,787,714

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

 0.00

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 0.00

 （注）発行済株式等総数173,787,714株は、発行者の平成23年２月10日付四半期報告書に記載された平成23年２月10日時

点の発行済株式総数125,787,714株に、平成23年３月15日に新株予約権証券（第６回新株予約権）の行使により発行され

た発行者の普通株式24,000,000株、及び平成23年４月22日に新株予約権証券（第７回新株予約権）の行使により発行され

た発行者の普通株式24,000,000株を加えた数を記載しています。なお、発行済株式総数には、Ａ種優先株式15,000株、Ｂ

種優先株式15,000株、Ｅ種優先株式5,000株及びＦ種優先株式5,000株が含まれておりますが、各種優先株式については、

株主総会における議決権を有しておりません。　
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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）住友商事株式会社

（２）住商情報システム株式会社

（３）合同会社ＡＣＡインベストメンツ

 

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）  93,521,667          

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 93,521,667P     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 93,521,667

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
U     

 （注）保有する株券の数93,521,667株の内訳は、普通株式93,511,667株、Ｅ種優先株式5,000株及びＦ種優先株式5,000株

です。Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式には議決権はありませんが、議決権のある発行者の普通株式を対価とする取得請求

権及び取得条項が付されております。 

　

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成23年4月22日現在）

V 173,787,714

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

 53.81

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 53.81

（注）発行済株式等総数173,787,714株は、発行者の平成23年２月10日付四半期報告書に記載された平成23年２月10日時

点の発行済株式総数125,787,714株に、平成23年３月15日に新株予約権証券（第６回新株予約権）の行使により発行され

た発行者の普通株式24,000,000株、及び平成23年４月22日に新株予約権証券（第７回新株予約権）の行使により発行され

た発行者の普通株式24,000,000株を加えた数を記載しています。なお、発行済株式総数には、Ａ種優先株式15,000株、Ｂ

種優先株式15,000株、Ｅ種優先株式5,000株及びＦ種優先株式5,000株が含まれておりますが、各種優先株式については、

株主総会における議決権を有しておりません。　

　

（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（％）

 住友商事株式会社 93,511,667 53.81

 住商情報システム株式会社 5,000 0.00

 合同会社ＡＣＡインベストメンツ 5,000 0.00
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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（％）

合計 93,521,667 53.81
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