
- 1 - 

平成20年２月21日 

各     位 

 

会 社 名 ステラ・グループ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 鷹司 通昭 

       （コード番号8206  大証２部） 

問合せ先 取締役 上野 孝一 

        Tel（03）5425－2511 

 

 

子会社の異動（譲渡）および特別損失の発生に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年２月 21 日開催の当社取締役会において、連結子会社であるグローバル・ファ

ンデックス株式会社（以下「グローバル・ファンデックス」）の全株式の譲渡を決議し、その譲渡

に伴い特別損失が発生いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 子会社異動（譲渡）の背景および理由 

グローバル・ファンデックスは、関東近県を中心に、地元在住のサラリーマン層をターゲッ

トに、手頃な価格のマンションを分譲販売することを主に行っております。当社としては、当

初グループ戦略として総合的不動産事業の展開を推進し、当社グループの連結企業価値を高め

るべく、昨年３月に株式一部譲受、そして昨年４月株式交換により完全子会社化いたしました。 

子会社化以降、グローバル・ファンデックスは、新たに親会社となった当社に対する金融機

関の評価悪化による資金調達難や、折からのマンション供給過多等による同業他社との競合激

化、サブプライムローン問題に端を発した金融情勢悪化により、同社の顧客層に対する住宅ロ

ーン審査が通りづらくなったこと等により、エンドユーザーへの販売（契約決済）が低下し、

同社のキャッシュフローは急激に悪化しておりました。 

当社としても昨年５月には連結子会社を通じて、グローバル・ファンデックスへ７億円の貸

付による支援を行っておりますが、同社の資金繰改善にまでは至らず、更にグローバル・ファ

ンデックスの経営方針等について、グローバル・ファンデックスの代表取締役社長（当時）で

あった坂田陽一郎氏と協議をしておりましたが、業績および財務状況の悪化とともに、その関

係も悪化しておりました。 

坂田氏も昨年後半以降は、当社が話し合いを行おうとしても、弁護士の代理人を立てる等誠

意ある対応姿勢が認められない状況でありました。更に、本年 1月には、坂田氏より、親会社

である当社の取締役・監査役全員の解任および新取締役・新監査役の選任に係る臨時株主総会

の招集請求がなされ、実質的にも形式的にも当社と坂田氏とは敵対的な関係が明確になりまし

た。 

このような状況の中、当社では、グローバル・ファンデックスの経営を坂田氏に委ねておい
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た場合に、同社の企業価値が毀損し続ける可能性が高く、同社の企業価値を保全する必要性や

緊急性が高いものと判断し、本年１月 24 日付で坂田氏の代表取締役社長解職に至りました。 

その後、当社は、事業提携先であるベルリバーファイナンス株式会社の下、グローバル・フ

ァンデックスの経営実態や資産について精査するとともに、同社の販売用不動産の在庫処分に

より有利子負債の圧縮を進めることで、財務状況の改善を図っております。しかし、グローバ

ル・ファンデックスを取り巻く事業環境や同社の財務状況等を勘案すると、このまま当社が継

続的にグローバル・ファンデックスを支援していくことは難しいと判断せざるをえません。 

そのため、当社はグローバル・ファンデックスをこのまま当社の子会社として傘下に置くよ

りも、同業他社で不動産業の運営ノウハウのある会社に経営を委ねることが、当社並びにグロ

ーバル・ファンデックスのためには最良と判断いたしました。 

当社は、上記のとおり、グローバル・ファンデックス買収以後、１年弱の短期間で多額の損

失を発生させる結果になり、株主の皆様の期待に添えない結果となったことに深くお詫び申し

上げます。当社ではこのような結果になった原因を検証し、今後再発を防ぐべく対応していく

方針であります。 

   

2. 譲渡の子会社の概要 

(1) 商 号     グローバル・ファンデックス株式会社 

(2) 代表者      代表取締役社長 細川 信文 

(3) 所在地     東京都新宿区新宿三丁目 13 番５号 

(4) 設立年月    平成 12 年７月 

(5) 事業内容    分譲マンション販売、不動産販売代理・仲介事業 

(6) 決算期     １月末日 

(7) 従業員     40 人 

(8) 資本の額    33 百万円 

(9) 発行済株式数  420 株 

(10)大株主構成及び所有割合  ステラ・グループ株式会社 100％ 

 (11)最近事業年度における業績の動向  

                                         （単位：百万円） 

 平成 17 年 
１月期 

平成 18 年 
１月期 

平成 19 年 
１月期 

平成 19 年 
12 月末 

（11 ヶ月間試算表） 

売上高 6,251 6,631 15,397 10,280 

営業利益 325 245 711 6 

経常利益 313 202 683 ▲114 

当期純利益 162 110 366 ▲128 

総資産 1,228 1,489 3,989 8,643 
株主資本 
（純資本） 317 427 784 650 

販売用不動産 － 196 1,875 5,952 

借入金残高 692 666 2,512 7,242 
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3. 株式の譲渡先 

(1)商 号     株式会社バリュークリエイト 

(2)代表者     代表取締役 山田 史朗 

(3)所在地     東京都新宿区内藤町 

(4)設立年月    平成２年４月 

(5)事業内容    不動産の売買・交換・賃貸およびその仲介、 

          建築工事・土木請負・管理施工、電気通信事業に関する設備工事 他 

(6)決算期     ３月末日 

 (7)資本金     32 百万円 

(8)大株主構成及び所有割合  山田史朗 85.8％、ビービーネット株式会社 14.2％ 

(9)従業員     ５名 

(10)当社との資本関係、人的関係、取引関係   該当事項はありません 

 

4. 譲渡する株式数、譲渡金額および譲渡前後の所有株式数の状況 

(1)異動前の所有株式数   420 株（発行済株式総数比 100％） 

(2)異動株式数       420 株（発行済株式総数比  100％） 

(3)異動後の所有株式数    0 株（発行済株式総数比   0％） 

 

5. 譲渡先の選定理由、譲渡金額およびその理由 

(1)譲渡先の選定理由 

株式会社バリュークリエイト（以下、「バリュークリエイト社」）の代表者である山田氏は

不動産事業への造詣が深く、また静岡をはじめ、茨城・千葉の不動産に強い販売チャンネル

を持っております。また、バリュークリエイト社は前期（平成 19 年３月期）よりワンルー

ムや共稼ぎ夫婦用マンションの販売等を中心に、不動産業への傾注を強め、最近急速に業容

を拡大してきている会社です。 

また、バリュークリエイト社は昨年 11 月頃より、グローバル・ファンデックスの物件に

おいて、業者への販売を検討した経緯があり、グローバル・ファンデックスの物件について

も認知しております。 

バリュークリエイト社は、現状のサブプライム問題、不動産不況を奇貨として、今後更な

る不動産事業の拡大を図ろうとしており、今回、グローバル・ファンデックスを傘下に収め、

販売物件を一括で仕入れるとともに、営業体制を継承することで事業成長を早めるべく、今

回の申し出となったものであります。 

 (2)譲渡金額  無償 

 (3)譲渡金額決定の理由 

グローバル・ファンデックスは現在資金繰に困窮する状況に陥っており、当社連結子会社

からの借入７億円について当社が代位弁済を行った他、先日お知らせいたしましたとおり、

本年２月 19 日には当社連帯保証の借入３億５千万円についても、当社が代位弁済を行って

おります（平成 20 年２月 18 日付「当社連結子会社の債務に対する代位弁済に関するお知ら
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せ」）。 

当社としては、これ以上の資金をグローバル・ファンデックスに投入することは難しいう

え、当社自体の運営ではグローバル・ファンデックスの物件売却を進めるにしても、同社の

物件はそのほとんどが関東近県にあるため、その地方に販売のコネクションがないと売却が

なかなか進まないのが難点でありました。しかし、譲渡先のバリュークリエイト社は前述の

とおり、グローバル・ファンデックスの物件が多い静岡や茨城に強いチャンネルを持ってお

ります。 

当社は、グローバル・ファンデックスに関する現在および将来の損失を最低限に抑え、当

社グループの価値をこれ以上毀損しないようにする苦渋の選択として、当社グループ傘下で

運営を行うよりも、同業他社でグローバル・ファンデックスの物件売却にも成算のある会社

に経営を委ねることが、当社並びにグローバル・ファンデックスのためには、結果として最

良と判断いたしました。 

そのため、株式譲渡金額は無償とするかわりに、グローバル・ファンデックスの一切の

債務の引き受け、事業の運営等、グローバル・ファンデックスの現状をすべて引き受けて

いただくことにしたものであります。 

 

6. 譲渡の日程 

   平成 20 年２月 21 日      取締役会決議 

   平成 20 年２月 21 日（予定）  株式譲渡契約書締結 

平成 20 年２月 21 日（予定）  本件株式引渡 

 

7. 本件譲渡に伴う特別損失について 

   本件譲渡に伴う特別損失として、グローバル・ファンデックス株式の譲渡損として、単体で

3,757 百万円、連結で 3,683 百万円を見込んでおります。 

今後の精査により、本件譲渡に伴う特別損失が追加発生する場合には、明らかになり次第お

知らせいたします。 

 

8. 今後の見通し 

本件に伴い、前述の特別損失およびグローバル・ファンデックスの決算処理等が当社連結決

算にもたらす影響を含め、平成 20 年２月期通期の業績予想の修正を行う必要がありますが、

現在精査中であり、見通しが明らかになり次第お知らせいたします。 

 また、当社は平成 19 年４月 25 日付で「中期事業計画」を発表しておりますが、来期以降の

事業計画についても現在改めて見直しを行っております。計画内容が確定次第速やかにお知ら

せいたします。 

以 上 


