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子会社設立に関するお知らせ 

 

当社は、2006 年 1 月 26 日開催の当社取締役会において、株式会社グリッドコーポレーションを子会

社として設立することを決議しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

1. 子会社設立の目的 

株式会社ジャストプランニング（本社：東京都大田区西蒲田 7-35-1 代表取締役社長 牛久 等 

以下 JP）は、携帯電話を使った予約管理等サービスを行うニューロン株式会社（本社：東京都中

央区日本橋堀留町 1-5-11 代表取締役 CEO 酒井 真吾 以下 NR）、同じく携帯電話を使った

CRM（Customer Relation Management：顧客情報管理）サービスを行う株式会社ライナック（本社：

大阪府大阪市中央区北浜 3-7-12 代表取締役 松井 啓亮 以下 LN）、中小企業及び個人事業主

を対象に、IT インフラの提供を中心とした経営支援サービスを行う株式会社テレウェイヴ（本社：

東京都新宿区西新宿 2-4-1 代表取締役社長 齋藤 真織 以下 TW）と共に、各社の新規顧客開

拓・サービス拡販に特化した営業会社である株式会社グリッドコーポレーション（以下 GC）を

2006 年 2 月 2 日付けで設立することと致しました。 

外食業界をはじめとするサービス業界の多店舗展開企業を顧客として、売上管理・勤怠管理・受

発注管理・予約管理等の ASP（Application Service Provider）サービス｢まかせてネット｣を提供して

いる JP は 2003 年 12 月に NR、2005 年 7 月に LN に資本参加し、2005 年 2 月には物流コンサルテ

ィング・物流業務代行を行う株式会社サクセスウェイ（本社：東京都千代田区九段北 1-7-12 代

表取締役社長 山本 敏幸 以下 SW）を子会社化しています。JP は NR と店舗総合予約管理 ASP

サービス「まかせてリザーブ」を開発、LN とは POS レジと連携した顧客管理 ASP サービス「ま

かせて PLUS」を開発しています。JP・NR・LN・SW のグループ各社顧客が飲食業界を中心とし

た多店舗展開企業が主体であることから、既に各社の持つ商品・サービスを相互に紹介・提供し

て参りましたが、今回、GC を設立し、グループ各社の持つ商品・サービスを総合的・有機的に

提供するだけでなく、幅広い顧客ニーズに応えられるようグループ各社以外の商品・サービスも

積極的に取り入れることも視野に入れ、顧客に対してワン･ストップ･ソリューションを提供でき



る一層強固な体制を構築致します。 

TW は JP との資本業務提携の一環として、TW が既に行っている飲食事業者への経営支援サービ

スに JP グループ各社の商品・サービスを組み入れて一層の顧客利便性を向上させる検討を行う他、

今迄に培った IT インフラの提供を中心とした中小規模事業者への経営支援サービスのノウハウ

を GC 営業に活かしていくことや、小売・卸売業、建設業、医療機関、仲卸業者、その他の飲食

業界以外での JP グループとの協業を検討して参ります。 

 

2. 設立する子会社の概要 

(1) 商号：  株式会社グリッドコーポレーション 

(2) 代表者：  代表取締役社長 佐竹 弘 

(3) 取締役：  取締役 吉田 雅年（JP 代表取締役会長） 

取締役 佐藤 吉文（JP 取締役ストラテジック事業部長） 

(4) 所在地：  東京都大田区西蒲田 7-35-1 

(5) 設立予定年月日：  2006 年 2 月 2 日 

(6) 主な事業の内容： コンピュータ及びその周辺機器、コンピュータソフトウェアの販

売 

情報処理技術・経営に関するコンサルティング業務 

各種イベントの企画及び運営等 

(7) 決算期：  1 月末 

(8) 主な事業所：  東京都大田区西蒲田 7-35-1 

(9) 資本の額：  16 百万円 

(10) 発行する株式総数： 960 株（設立時株式総数： 320 株） 

(11) 株主・出資比率： JP 200 株 62.5% 

NR  40 株 12.5% 

LN  40 株 12.5% 

TW  40 株 12.5% 

 

3. 出資会社の概要 

JP： 

(1) 商号：  株式会社ジャストプランニング 

(2) 代表者：  代表取締役社長 牛久 等 

(3) 所在地：  東京都大田区西蒲田 7-35-1 

(4) 設立年月日：  1994 年 3 月 

(5) 主な事業の内容： 多店舗展開企業への経営支援 ASP サービス「まかせてネット」

提供 

(6) 決算期：  1 月末 

(7) 従業員数：  33 名（2006 年 1 月 16 日現在） 

(8) 資本の額：  378 百万円（2006 年 1 月 16 日現在） 

(9) 売上高：  1,097 百万円（2005 年 1 月期実績） 

NR： 



(1) 商号：  ニューロン株式会社 

(2) 代表者：  代表取締役&CEO 酒井 真吾 

(3) 所在地：  東京都中央区日本橋堀留町 1-5-11 

(4) 設立年月日：  2001 年 2 月 

(5) 主な事業の内容： 混雑施設の待ち行列管理サービス「epark」提供 

(6) 決算期：  12 月末 

(7) 従業員数：  16 名（2006 年 1 月 16 日現在） 

(8) 資本の額：  179 百万円（2006 年 1 月 16 日現在）資本準備金 149 百万円 

(9) 売上高：  1,380 百万円（2005 年 12 月期実績） 

LN： 

(1) 商号：  株式会社ライナック 

(2) 代表者：  代表取締役 松井 啓亮 

(3) 所在地：  大阪府大阪市中央区北浜 3-7-12 

(4) 設立年月日：  2002 年 4 月 

(5) 主な事業の内容： 携帯電話を利用した顧客情報管理サービス「Add Plus」提供 

(6) 決算期：  10 月末 

(7) 従業員数：  10 名（2006 年 1 月 16 日現在） 

(8) 資本の額：  124 百万円（2006 年 1 月 16 日現在） 

(9) 売上高：  180 百万円（2005 年 10 月期実績） 

TW： 

(1) 商号：  株式会社テレウェイヴ 

(2) 代表者：  代表取締役社長 齋藤 真織 

(3) 所在地：  東京都新宿区西新宿 2-4-1 

(4) 設立年月日：  1997 年 6 月 

(5) 主な事業の内容： 中小企業・個人事業主向け IT 化、経営支援サービス 

(6) 決算期：  3 月末 

(7) 従業員数：  1,000 名（連結 2005 年 9 月末現在） 

(8) 資本の額：  2,293 百万円（連結 2005 年 9 月末現在） 

(9) 売上高：  13,175 百万円（連結 2005 年 3 月期実績） 

 

 

４． 今後の見通し 

当社にとって子会社グリッドコーポレーションの設立は今後の事業拡大につながるものと考えて

おります。 

詳細は今後、発表する決算短信等で開示して参ります。 

 

以上 

 


