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会 社 名  株式会社リンクアンドモチベーション   

代表者名  代 表 取 締 役 社 長   小笹 芳央 

     （コード番号 2170  東証第１部） 

問合せ先  取締役 コーポレートデザイン本部長 大野 俊一 

     （TEL．  03 － 3538 － 8671 ） 

 

当企業グループの組織再編に関するお知らせ 

 

 当社は、本日の取締役会におきまして、当社事業の分社化ならびに完全子会社の統廃合について決

議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 

 

記 

≪組織再編の全体像≫ 

   当該組織再編の内容を図示すると、以下のとおりとなります。 
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 Ａ：当社完全子会社の当社への吸収合併 

    当社完全子会社の株式会社リンクアソシアを当社に吸収合併するものであります。 

     （詳細は以下Ｐ.３～４に記載しております） 

 Ｂ：当社事業部門の完全子会社への分割および完全子会社同士の吸収合併 

    当社事業のひとつであるブランドマネジメント事業内のＩＲ支援事業を、当社完全子会社

の株式会社リンクインベスターリレーションズへ承継させ、さらに当社完全子会社の株式会

社日本インベスターズサービスならびに株式会社イーニュースを株式会社リンクインベスタ

ーリレーションズに吸収合併させるものであります。（詳細は以下Ｐ.５～８に記載しており

ます） 

 Ｃ：当社完全子会社同士の合併 

    当社完全子会社のワークスリアルター株式会社を当社完全子会社の株式会社リンクプレイ

スに吸収合併させるものであります。（詳細は以下Ｐ.９～10 に記載しております） 

 

 

≪組織再編全体の目的≫ 

（１） 各事業内のシナジー向上 

   今回のグループ再編を通じて、同一事業を展開する複数のグループ企業を統合することにより、

各事業内のシナジーを向上させます。今後は、各事業における多様な商品・サービスを、顧客の

課題をもとに、より有機的に統合させながら総合的なソリューションを提供することが可能にな

ります。 

 

（２） 管理コストの削減 

   現在、８社のグループ会社により構成されている当企業グループを、統廃合を通じて４社に再

編することにより、事業運営に必要な管理コストを削減することができると考えております。 

 

 

 以下、Ａ～Ｃの組織再編行為における詳細について記載いたします。
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Ａ：「当社完全子会社の当社への吸収合併」について 

 １．吸収合併の内容・目的  

   （１）吸収合併の内容 

  当社を存続会社として、当社の完全子会社である株式会社リンクアソシア（採用実務のア

ウトソース（応募者管理,面接代行等）、以下ＬＡＩ）を吸収合併するものであります。 

 

   （２）目的 

  現在、当企業グループのエントリーマネジメント事業領域においては、株式会社リンクア

ンドモチベーション、株式会社リンクアソシアの２社がそれぞれ採用支援サービスを提供し

ております。（株式会社リンクアンドモチベーションは採用戦略コンサルティングから採用

テスト、セミナー・説明会の企画・運営、リクルーターや面接官のトレーニング、内定者フ

ォロープログラム、株式会社リンクアソシアは採用実務代行を提供しています。）今回の吸

収合併を通じて、上流から下流まで一気通貫した採用支援サービスの提供を強化してまいり

ます。 

 

 ２．合併の要旨 

（１） 合併の日程 

 ・合併決議取締役会 平成 21 年２月９日 （当社、ＬＡＩ） 

 ・合併契約締結日  平成 21 年２月９日 （当社、ＬＡＩ） 

 ・合併承認株主総会 平成 21 年２月 27 日（ＬＡＩ）<予定> 

  ※本合併は、会社法第 796 条第３項に定める簡易合併であることから、当社にお

いては合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。 

 ・合併効力発生日  平成 21 年４月７日 （当社、ＬＡＩ）<予定>  

 

（２） 合併の方式 

 当社を存続会社とし、ＬＡＩを消滅会社とする吸収合併方式であります。 

 

（３） 合併比率 

 当社完全子会社の当社への吸収合併であるため、合併比率の取り決めはございませ

ん。 
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 ３．合併当事会社の概要 

(１)商号 
株式会社リンクアンドモチベ

ーション（存続会社） 

株式会社リンクアソシア 

（消滅会社） 

(２)事業内容 経営コンサルティング 採用実務のアウトソース 

(３)設立年月日 平成 12 年３月 27 日 平成 11 年 10 月 29 日 

(４)本店所在地 
東京都中央区銀座三丁目７番

３号 銀座オーミビル 

東京都中央区銀座三丁目７番

３号 銀座オーミビル 

(５)代表者 代表取締役社長 小笹 芳央 代表取締役社長 辻 太一朗 

(６)資本金      （注） 979 百万円 12 百万円 

(７)発行済株式総数  （注） 134,960 株 240 株 

(８)純資産      （注） 3,703 百万円 160 百万円 

(９)総資産      （注） 4,720 百万円 237 百万円 

(10)決算期 12 月 12 月 

(11)大株主および持株比率 

小笹 芳央    29.6％

有限会社オザサ    17.8％

ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ 

従業員持株会    8.3％

当社         100％

 （注）平成 20 年 12 月 31 日現在の数値を記載しております。 

 

 

 ４．合併後の状況 

 本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期等の変更は

ございません。 

 

 ５．合併による業績への影響の見通し 

 本合併は当社完全子会社を当社に吸収合併するものであり、本件が連結業績に与える影響は

ございません。 
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Ｂ：「当社事業部門の完全子会社への分割および完全子会社同士の吸収合併」について 

 １．吸収分割および吸収合併の内容・目的  

   （１）当社事業部門の吸収分割の内容 

  当社の事業のひとつであるブランドマネジメント事業内のＩＲ支援事業（株主/投資家の

投資意欲喚起に向けたＩＲ支援）を当社の完全子会社である株式会社リンクインベスターリ

レーションズ（以下、ＬＩＲ）へ承継する吸収分割であります。 

 

   （２）完全子会社同士の吸収合併の内容 

  ＬＩＲを存続会社として、当社完全子会社である株式会社日本インベスターズサービス

（出版・メディア制作等によるＩＲ活動支援、以下ＮＩＳ）および株式会社イーニュース（映

像収録・インターネット配信によるＩＲ・ＰＲ活動支援、以下ＥＮ）を消滅会社とする吸収

合併であります。 

 

   （３）目的 

      現在、当企業グループのブランドマネジメント事業領域においては、株式会社リンクア

ンドモチベーション、株式会社日本インベスターズサービス、株式会社イーニュースの３社

がそれぞれ独自のＩＲ支援サービスを提供しております。（株式会社リンクアンドモチベー

ションはコンサルティングやアニュアルレポート・株主通信などのＩＲツールのクリエイテ

ィブ制作、株式会社日本インベスターズサービスは投資専門誌の出版や個人投資家向け説明

会、そして株式会社イーニュースはインターネットを活用した決算説明会の動画・音声配信

サービスをそれぞれ提供しています。）今回の吸収分割および吸収合併を通じて、より総合

的なＩＲ支援サービスの提供を強化してまいります。 

 

 ２．吸収分割の要旨 

（１） 吸収分割の日程 

 ・分割決議取締役会 平成 21 年２月９日 （当社、ＬＩＲ） 

 ・分割契約締結日  平成 21 年２月９日 （当社、ＬＩＲ） 

 ・分割承認株主総会 平成 21 年２月 27 日（ＬＩＲ） <予定> 

  ※本分割は、会社法第 784 条第３項に定める簡易分割であることから、当社にお

いては分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。 

 ・分割効力発生日  平成 21 年４月１日 （当社、ＬＩＲ）<予定>  

 

（２） 方式 

 ＬＩＲを承継会社とし、当社を分割会社とする吸収分割であります。 

 

（３） 吸収分割に係る割当ての内容 

 本分割は当社完全子会社への吸収分割であることから、株式の割当ては実施致しま

せん。 

 

（４） 承継による資本金の増減 

 資本金の増減はありません。 
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（５） 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

 当社は新株予約権及び新株予約権付社債の発行は行っておりません。 

 

（６） 承継会社が承継する権利義務 

 ＬＩＲは、効力発生日において当社がＩＲ支援事業のために有する一切の資産及び

権利、および当社が上記の事業のために負担する一切の債務、義務ならびにこれらに

係る一切の契約上の地位を承継します。  

 

（７） 債務履行の見込み 

 当該分割後の分割当事会社は、いずれも債務履行の見込みに問題はないものと判断

しております。  

 

 ３．吸収分割当事会社の概要 

(１)商号 
株式会社リンクインベスター

リレーションズ（承継会社） 

株式会社リンクアンドモチベ

ーション（分割会社） 

(２)事業内容 ＩＲコンサルティング 経営コンサルティング 

(３)設立年月日 平成 21 年２月２日 平成 12 年３月 27 日 

(４)本店所在地 
東京都中央区銀座一丁目 13 番

1号 ダヴィンチ銀座一丁目 

東京都中央区銀座三丁目７番

３号 銀座オーミビル 

(５)代表者 代表取締役社長 勝呂 彰 代表取締役社長 小笹 芳央 

(６)資本金      （注） 10 百万円 979 百万円 

(７)発行済株式総数  （注） 200 株 134,960 株 

(８)純資産      （注） 10 百万円 3,703 百万円 

(９)総資産      （注） 10 百万円 4,720 百万円 

(10)決算期 12 月 12 月 

(11)大株主および持株比率 当社         100％

小笹 芳央      29.6％

有限会社オザサ   17.8％

ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ 

従業員持株会    8.3％

 （注）株式会社リンクインベスターリレーションズ（承継会社）については平成 21 年２月２日（設立日）現在、 

株式会社リンクアンドモチベーション（分割会社）については、平成 20 年 12 月 31 日現在の数値をそれ

ぞれ記載しております。 

  



 ４．分割する事業部門の概要 

（１） 分割する部門の事業内容 

 当社ブランドマネジメント事業内のＩＲ支援事業 

 （株主/投資家の投資意欲喚起に向けたＩＲ支援） 

（２） 分割する部門の経営成績 

 売上高：496 百万円 （平成 20 年 12 月期） 

（３） 承継する資産、負債の総額 

資 産 負 債 

流動資産 60 百万円 流動負債 22 百万円 

固定資産 0百万円 固定負債 0百万円 

合 計 60 百万円 合 計 22 百万円 

 

  

 ５．吸収合併の要旨 

（１） 合併の日程 

 ・合併決議取締役会 平成 21 年２月９日 （ＬＩＲ、ＮＩＳ、ＥＮ） 

 ・合併契約締結日  平成 21 年２月９日 （ＬＩＲ、ＮＩＳ、ＥＮ） 

 ・合併承認株主総会 平成 21 年２月 27 日（ＬＩＲ、ＮＩＳ、ＥＮ）<予定> 

 ・合併効力発生日  平成 21 年４月７日 （ＬＩＲ、ＮＩＳ、ＥＮ）<予定> 

（２） 合併の方式 

  ＬＩＲ存続会社とし、ＮＩＳおよびＥＮを消滅会社とする吸収合併方式であります。 

（３） 合併比率 

 当社の完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはございません。 

 

 ６．吸収合併当事会社の概要 

(１)商号 

株式会社リンクインベ

スターリレーションズ

（存続会社） 

株式会社日本インベス

ターズサービス 

（消滅会社） 

株式会社イーニュース 

 

（消滅会社） 

(２)事業内容 ＩＲコンサルティング 出版によるＩＲ支援 動画配信によるＩＲ支援 

(３)設立年月日 平成 21 年２月２日 平成 19 年４月 11 日 平成 12 年２月１日 

(４)本店所在地 

東京都中央区銀座一丁

目 13 番 1 号 ダヴィン

チ銀座一丁目 

東京都中央区日本橋小

伝馬12番２号 東屋ビル

東京都中央区日本橋室

町一丁目 12 番 15 号  

(５)代表者 
代表取締役社長  

勝呂 彰 

代表取締役社長  

小松 俊一 

代表取締役社長  

勝呂 彰 

(６)資本金     （注） 10 百万円 80 百万円 125 百万円 

(７)発行済株式総数 （注） 200 株 240,000 株 1,500 株 

(８)純資産     （注） 10 百万円 △34 百万円 78 百万円 

(９)総資産     （注） 10 百万円 65 百万円 359 百万円 

(10)決算期 12 月 12 月 12 月 

(11)大株主および持株比率 当社      100％ 当社      100％ 当社      100％

 （注）株式会社リンクインベスターリレーションズ（存続会社）については平成 21 年２月２日（設立日）現在、 

その他２社については、平成 20 年 12 月 31 日現在の数値をそれぞれ記載しております。 
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 ７．吸収分割および吸収合併後の株式会社リンクインベスターリレーションズの状況 

(１)商号 株式会社リンクインベスターリレーションズ 

(２)事業内容 ＩＲコンサルティング 

(３)設立年月日 平成 21 年２月２日 

(４)本店所在地 東京都中央区銀座一丁目 13 番 1 号 ダヴィンチ銀座一丁目 

(５)代表者 代表取締役社長 勝呂 彰 

(６)資本金 10 百万円 

(７)発行済株式総数 200 株 

(８)純資産 92 百万円 

(９)総資産 495 百万円 

(10)決算期 12 月 

(11)大株主および持株比率 当社   100％ 

  

 ８．吸収分割および吸収合併による業績への影響の見通し 

 吸収分割および吸収合併はいずれも当社および当社完全子会社同士で行われるものであり、

本件が連結業績に与える影響はございません。 

  

 - 8 -



 - 9 -

Ｃ：「当社完全子会社同士の合併」について 

 １．合併の内容・目的  

   （１）合併の内容 

  当社の完全子会社であり、プレイスマネジメント事業を営む株式会社リンクプレイス（以

下ＬＰＩ）を存続会社として、当社完全子会社のワークスリアルター株式会社（不動産物件

の仲介、以下ＷＲ）を吸収合併するものであります。 

 

   （２）目的 

     現在、当企業グループのプレイスマネジメント事業領域においては、株式会社リンクプレ

イス、ワークスリアルター株式会社の２社がそれぞれオフィス関連サービスを提供しており

ます。（株式会社リンクプレイスは戦略的オフィスの構築にあたってのコンサルティングお

よびプロジェクトマネジメント、ワークスリアルター株式会社はオフィス仲介サービスを提

供しています。）今回の吸収合併を通じて、オフィス選定・構築・運用まで、顧客のニーズ

に合わせて一貫したオフィス関連サービスの提供を強化してまいります。 

 

 ２．合併の要旨 

（１） 合併の日程 

 ・合併決議取締役会 平成 21 年２月９日 （ＬＰＩ、ＷＲ） 

 ・合併契約締結日  平成 21 年２月９日 （ＬＰＩ、ＷＲ） 

 ・合併承認株主総会 平成 21 年２月 27 日（ＬＰＩ、ＷＲ）<予定> 

 ・合併効力発生日  平成 21 年４月７日 （ＬＰＩ、ＷＲ）<予定>  

 

（２） 合併の方式 

 ＬＰＩを存続会社とし、ＷＲを消滅会社とする吸収合併方式であります。 

 

（３） 合併比率 

 当社完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはございません。 



 ３．合併当事会社の概要 

(１)商号 
株式会社リンクプレイス 

（存続会社） 

ワークスリアルター株式会社 

（消滅会社） 

(２)事業内容 プレイスマネジメント事業 不動産物件の仲介 

(３)設立年月日 平成 16 年 12 月 24 日 平成 15 年 10 月 10 日 

(４)本店所在地 
東京都中央区銀座一丁目 13 番

1号 ダヴィンチ銀座一丁目 

東京都港区麻布十番二丁目 10

番３号 マイスクエアビル 

(５)代表者 代表取締役社長 佐藤 浩也 代表取締役社長 吉さく 博之

(６)資本金      （注） 80 百万円 10 百万円 

(７)発行済株式総数  （注） 1,600 株 200 株 

(８)純資産      （注） 148 百万円 14 百万円 

(９)総資産      （注） 185 百万円 31 百万円 

(10)決算期 12 月 12 月 

(11)大株主および持株比率 当社         100％ 当社         100％

 （注）平成 20 年 12 月 31 日現在の数値を記載しております。 

 

 ４．合併後の株式会社リンクプレイスの状況 

(１)商号 株式会社リンクプレイス 

(２)事業内容 プレイスマネジメント事業 

(３)設立年月日 平成 16 年 12 月 24 日 

(４)本店所在地 東京都中央区銀座一丁目 13 番 1 号 ダヴィンチ銀座一丁目 

(５)代表者 代表取締役社長 佐藤 浩也 

(６)資本金 80 百万円 

(７)発行済株式総数 1,600 株 

(８)純資産 162 百万円 

(９)総資産 216 百万円 

(10)決算期 12 月 

(11)大株主および持株比率 当社   100％ 

 

 ５．合併による業績への影響の見通し 

 本合併は当社完全子会社同士で行われるものであり、本件が連結業績に与える影響はござい

ません。 
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