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   平成 20年 7月 1日 

各  位 

 大阪市住之江区南港南一丁目1番 125号 

 ワールド・ロジ株式会社 

  代表取締役会長 上井 健次 

 （コード番号：9378 大証ヘラクレス） 

  問い合わせ先 経営戦略室 執行役員 

  勝田 晃範 

  TEL：０６－６５６９－６３３１ 

 

子会社（IMJ ビジネスコンサルティング）の取得 

および株式会社アイ・エム・ジェイ（IMJ）との業務提携について 

 

 

 平成 20 年 7 月 1 日付の当社取締役会決議により、当社は IMJ ビジネスコンサルティング株式会社（東京都品

川区西五反田、代表者： 代表取締役 長崎 次一）、以下「IBC」）の株式 67.3％ を株式会社アイ・エム・ジェイ

（東京都品川区西五反田、代表者：代表取締役 樫野 孝人 大阪証券取引所ヘラクレス上場・コード番号:4305

以下「IMJ」）から譲り受け、IBC を連結子会社化し、IMJ と当社にて業務提携を締結することを決議いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１． 子会社の異動と業務提携の理由および目的 

 平成 20 年 3 月 31 日の当社取締役会で、IBC 株式の一部を当社が取得し、「通販ワンサークル事業」に着

手することをお知らせした後、IBC との間で協業を進め、「通販ワンサークル事業」の新サービス「Sugrel（ス

グレル）」を 4 月 28 日より開始しております。 

 本サービスは、今後ますます拡大が見込まれるインターネット通販において、サイトの構築からシス

テム構築、売上分析、プロモーション設計、決済代行、倉庫・物流代行、コールセンター構築まで

をワンストップで提供するサービスで、今後特に中小規模の EC サイト事業者の需要が見込まれて

おります。 
 本サービスをより積極的に展開するうえで、IBC の保有する豊富な経験と実績が必要と判断した

ため、当社は IBC の株式 67.3％ を IMJ より取得し、連結子会社化することとなりました。 
  
 同時に、「通販ワンサークル事業」の一層の発展と、EC を中心にした両社の多様な顧客ニーズに

応えるために、IMJ との間で業務提携を開始し、「サービスの相互提供」、「顧客の相互紹介」、「協業

による新規顧客開拓および新規事業の立ち上げ」を協力して行っていくことを計画しております。 
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＜子会社の異動と業務提携＞ 

    ■平成 20 年 6 月 30 日まで                            ■平成 20 年 7 月 1 日から 

 

 

  

 

 

 

 

2．異動子会社 IBC の概要 

商号 IMJ ビジネスコンサルティング株式会社 

代表者 代表取締役 長崎 次一 

所在地 東京都品川区西五反田 7-1-1 住友五反田ビル 

設立年月日 平成 17 年 1 月 21 日 

ネットビジネスにおけるコンサルティングサービス事業 

ネットマーケティング事業、ネットリサーチ事業 事業内容 

インキュベーション事業、その他関連事業 

決算期 3 月末日 

従業員数 12 名 

資本金 4,250万円 

発行済株式総数 825 株 

大株主構成及び所

有割合（異動前） 

㈱アイ・エム・ジェイ 800株 97.0％ 

ワールド・ロジ㈱ 25株 3.0％  

売上高      119 百万円 

経常利益      2 百万円 

当期純利益   0.2 百万円 

平成 20 年 3 月期 

（6 ヶ月変則決算）業

績 

総資産       95 百万円 

資本関係  当社が発行済株式の３.0％を保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 当社との関係 

取引関係 該当事項はありません。 

 

当社 IMJ 

IBC 

IMJ子会社 

97.0％保

有 

3.0% 保有 

当社 IMJ 

IBC 

当社子会社 

 70.3% 保有 29.7%保有 

業務 

提携 
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3．取得先 IMJ の概要 

商号 株式会社アイ・エム・ジェイ 

代表者 代表取締役 樫野 孝人 

所在地 東京都品川区西五反田7-1-1 住友五反田ビル 

設立年月日 平成8年 7月 4日 

事業内容 

Webインテグレーション事業 

モバイルインテグレーション事業 

エンタテインメントコンテンツの企画・制作・プロデュース 

広告マーケティング事業 

決算期 ３月末日 

従業員数 731名 

資本金 42億 9,864万円 

発行済株式総数 181,880株 

大株主構成及び所

有割合 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 79,950株 43.9％ 

シー・シー・シーインベストメント㈱ 15,500株 8.5％ 

三井物産㈱ 7,500株 4.1％ 

㈱博報堂 7,500株 4.1％  
売上高    9,992 百万円 

経常利益    231 百万円 

当期純損失  825 百万円  

平成 20 年 3 月期 

連結 

（6 ヶ月変則）業績 
総資産   11,336 百万円 

資本関係  該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 当社との関係 

取引関係 業務提携契約を締結しております。 

 

4．譲渡または取得の方法 

 当社は、IMJ の保有する株式 800 株のうち、555 株を 1 株 22 万円にて譲り受けます。 

 

5．IBC 株式の異動後の状況 

 (異動前) （異動後） 

① 同社所有議決権数 
(当社所有株式数) 

825 個 
25 株 

825 個 
580 株 

② 議決権の総数 

(発行済み株式数) 

25 個 

25 株 

580 個 

580 株 

③ 議決権の総数に対する割合 
（発行済み株式数に対する割合） 

３％ 
３％ 

70.3% 
70.3% 

④ 購入金額 － 122,100 千円 
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6．日程 

平成 20 年 7 月 1 日 当社取締役会決議 

                  IMJ 取締役会決議 

                         株式譲渡契約書締結と株式譲渡完了 

 

 

7．その他  

IBC は、平成 20 年７月１日の株式譲渡により親会社が異動するため、以下の社名に変更する予定です。 

 旧 ： IMJ ビジネスコンサルティング株式会社 

 新 ： 株式会社 IW ビジネスパートナーズ 

      IW＝Interactive World （インタラクティブワールド）とは IMJ とワールド・ロジの頭文字をとっています。 

また当社より、下記の者を役員として派遣する予定です。 

冨田 幸男  代表取締役社長 

大谷 浩志  取締役 

加藤 朗    監査役 

 

8．今後の見通し 

  平成 20 年 6 月期の業績予想に影響はありません。 
以上 

  


