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子会社（株式会社エム・シー・アイ）の異動（譲渡）に関するお知らせ 

 

当社は、平成19年５月16日付にてお知らせしておりました、連結子会社である株式会社エム・

シー・アイの当社所有株式の譲渡について、平成19年５月18日付の取締役会において譲渡先、

譲渡株式数等を以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１．株式譲渡の理由 

平成19年５月16日付「子会社（株式会社エム・シー・アイ）の株式売却方針に関するお知

らせ」に記載の通りであります（参考資料として本書末尾に記載）。 

 

２．異動する子会社の概要 

(１)商     号         株式会社エム・シー・アイ 

(２)代 表 者                千 田 壮 修 

(３)所 在 地                東京都台東区東上野五丁目１番５号 

(４)設 立 年 月 日                平成19年５月１日 

(５)主な事業の内容         医療業界における経営コンサルティングに関する事業 

(６)決  算  期         ５月31日 

(７)従 業 員 数         29名 

(８)主 な 事 業 所                東京都台東区東上野五丁目１番５号 

(９)資 本 金         150,000千円 

(10)発行済株式総数         6,000株 

(11)大株主構成および所有割合    株式会社日本エル・シー・エー 所有割合100％ 

(12)最近事業年度における業績の動向 平成18年５月期における売上高 895,000千円 

   ※平成19年５月１日付分割設立につき、直近事業年度の部門売上を記載。 

 

 

 



３．株式譲渡先 

譲渡先名 代表者 本店所在地
主な事業内

容
譲渡株
式数

発行済株
式総数に

占める割合

譲渡先との
関係

NIFSMBC-V2006S3投資
事業有限責任組合

無限責任組合員  エヌ・アイ・エ
フＳＭＢＣベンチャーズ株式会社
代表取締役社長　山村信一

東京都千代田区九段
北1-8-10

投資事業組
合

1,000株 16.67% 特になし

アント・リード1号投資事業
有限責任組合

無限責任組合員　日興アントファ
クトリー株式会社
代表取締役社長　尾﨑一法

東京都千代田区丸の
内一丁目2番1号

投資事業組
合

800株 13.33% 特になし

NIFSMBC-V2006S1投資
事業有限責任組合

無限責任組合員  エヌ・アイ・エ
フＳＭＢＣベンチャーズ株式会社
代表取締役社長　山村信一

東京都千代田区九段
北1-8-10

投資事業組
合

500株 8.33% 特になし

りそなキャピタル成長支援
投資事業有限責任組合

無限責任組合員　りそなキャピタ
ル株式会社
代表取締役社長　高橋洋秀

東京都中央区京橋1丁
目3番1号

投資事業組
合

387株 6.45% 特になし

りそなキャピタル株式会社 代表取締役社長　高橋洋秀
東京都中央区京橋1丁
目3番1号

投資事業 363株 6.05% 特になし

ＭＵＦＧベンチャーキャピ
タル１号投資事業有限責
任組合

無限責任組合員　三菱ＵＦＪキャ
ピタル株式会社
代表取締役社長　鴇田和彦

東京都中央区京橋二
丁目14番1号

投資事業組
合

250株 4.17% 特になし

有限会社オリオングラ
フィックス

取締役　鷲谷武
大阪府大阪市天王寺
区六万体町5番27号

投資事業 250株 4.17% 特になし

ニッセイ・キャピタル３号投
資事業有限責任組合

無限責任組合員　ニッセイ・キャ
ピタル株式会社
代表取締役　佐々木裕介

東京都千代田区有楽
町1丁目10番1号　有楽
町ビルヂング7F

投資事業組
合

250株 4.17% 特になし

バイオ・サイト・イノベーショ
ン一号投資事業有限責任
組合

無限責任組合員　バイオ・サイ
ト・キャピタル株式会社
代表取締役　谷正之

大阪府茨木市彩都あさ
ぎ7-7-15

投資事業組
合

250株 4.17% 特になし

東京ディスカバリー投資事
業有限責任組合

無限責任組合員　日興アントファ
クトリー株式会社
代表取締役社長　尾﨑一法

東京都千代田区丸の
内一丁目2番1号

投資事業組
合

150株 2.50% 特になし

朝日生命キャピタル2005
投資事業組合

業務執行組合員　朝日生命キャ
ピタル株式会社
代表取締役　鈴木貞雄

東京都杉並区和泉一
丁目22番19号

投資事業組
合

125株 2.08% 特になし

新規事業投資株式会社 代表取締役　松野信也
東京都千代田区大手
町2丁目6番2号

投資事業 125株 2.08% 特になし

新規事業投資１号投資事
業有限責任組合

無限責任組合員　新規事業投
資株式会社
代表取締役　松野信也

東京都千代田区大手
町2丁目6番2号

投資事業組
合

125株 2.08% 特になし

投資事業有限責任組合西
京サポート参号

無限責任組合員　株式会社エ
ス・ケイ・ベンチャーズ
代表取締役　内山博夫

山口県周南市平和通
一丁目11番の2

投資事業組
合

125株 2.08% 特になし

SRIベンチャー１号投資事
業有限責任組合

無限責任組合員　日興アントファ
クトリー株式会社
代表取締役社長　尾﨑一法

東京都千代田区丸の
内一丁目2番1号

投資事業組
合

100株 1.67% 特になし

JAIC－バイオ2号投資事
業有限責任組合

無限責任組合員　日本アジア投
資株式会社
取締役社長　立岡登與次

東京都千代田区永田
町二丁目13番5号

投資事業組
合

87株 1.45% 特になし

三生４号投資事業有限責
任組合

無限責任組合員　三生キャピタ
ル株式会社
代表取締役社長　中島潔

東京都千代田区大手
町一丁目2番3号

投資事業組
合

75株 1.25% 特になし

日本アジア投資株式会社 取締役社長　立岡登與次
東京都千代田区永田
町二丁目13番5号

投資事業 38株 0.63% 特になし

合　　　　　　計 5,000株 83.33%



４．子会社異動の前後における当社所有株式（議決権）の数及び総数に対する割合 

（１）異動前の所有株式数 6,000株（所有割合100％） 

（議決権の数 6,000個） 

（２）譲 渡 株 式 数 5,000株 (譲渡価額 2,000百万円) 

   （議決権の数 5,000個） 

（３）異動後の所有株式数 1,000株（所有割合16.67％） 

（議決権の数 1,000個） 

※株式会社エム・シー・アイは、来期から当社持分法適用会社となる見込みです。 

 

５．異動の日程 

  平成19年５月18日 取締役会決議 

  平成19年５月18日 株式譲渡契約締結 

 

６．業績に与える影響 

本件子会社株式譲渡による当社業績に与える影響額は、単体及び連結で約 1,750百万円の特

別利益が発生する見込みであります。 

なお、平成19年５月期の連結及び個別業績予想につきましては、現在算定中であり、確定次

第発表する予定であります。 

以  上 



（参考資料） 

平成19年５月16日付「子会社（株式会社エム・シー・アイ）の株式売却方針に関するお知

らせ」記載の「株式売却方針決定の理由」 

 

株式会社エム・シー・アイは当社の医療事業部門を会社分割して設立した企業ですが、同社

の前身となる医療事業部門では、独自のe プラットフォーム（インターネットにおける大規模

調査パネル）を保有し、製薬企業他を顧客としてマーケティング情報の収集・分析を行ってま

いりました。さらに、マーケティングの生産性向上を図ることを目的とした新たなｅマーケテ

ィング支援のサービスを業界向けに開発・推進をしております。製薬業界におけるマーケティ

ング支援に関して、非常に優位性のあるビジネスモデルの構築を実現できております。 

このビジネスモデルの優位性により、弊社内の一事業部として存続するよりも会社分割する

ことで早期に上場実現が可能となり、また上場を目指すことで同事業の更なるスピーディーな

成長発展が期待できると判断いたしました。 

一方、子会社が上場を目指す場合、「親子上場」の問題がございますため、スタート時から親 

会社としての持分比率を持分適用会社にまで落としておくべきと判断し、今回の売却方針と

いたしました。 

また、同社のクライアントは上記の通り、ほぼ全てが製薬会社であり、弊社の他事業のサー

ビスを一緒に提供することはありませんため、今回の売却による他事業への影響はないと考え

ております。 

なお、今後の当社単体につきましては、確実に成長を続けております外食事業分野（第３四

半期時点の対前年同期比で、売上高 40％以上の成長、営業利益 2.2 倍、売上高対営業利益率

11.6％→18.7％へ向上）と住宅・建設・不動産分野（同じく第３四半期時点の対前年同期比で、

売上高15％以上の成長、営業利益2.8 倍、売上高対営業利益率5.8％→14.1％へ向上）を中心

として、これに当期に事業再構築の確立を完了できる見込みの自動車関連事業の成長が加わる

ことで、医療部門の離脱を十分カバーし確実に業績拡大していけるものと考えております。 

なお、この売却が実現した場合には、株式会社エム・シー・アイは、来期から持分法適用会

社となる見込みです。 

 

以  上 


