
平成 21年 12 月 24 日 

各      位 

東京都渋谷区東 1丁目 26番 20 号 

株式会社オールアバウト 

代表取締役社長兼CEO 江幡 哲也 

(コード番号：2454) 

問い合わせ先 経営管理部  鈴木 誠 

電話 03－6362－1306 

 

親会社の子会社による株式会社メイツ・株式会社メイツ北海道・株式会社メイツ東海 

株式会社メイツ京都・株式会社メイツ大阪・株式会社メイツ九州の 

株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

  

平成 21 年 12 月 24 日付で当社の親会社の子会社である株式会社リクルートスタッフィング（本社：東京

都中央区 代表取締役社長：長嶋由紀子 以下「リクルートスタッフィング」）は、本日、株式会社メイツホー

ルディングスが保有する、株式会社メイツ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：岩田修 以下「メイ

ツ」）、株式会社メイツ北海道（本社：北海道札幌市 代表取締役社長：岩田修 以下「メイツ北海道」）、株

式会社メイツ東海（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：岩田修 以下「メイツ東海」）、株式会社メイ

ツ京都（本社：京都府京都市 代表取締役社長：藏元一春 以下「メイツ京都」）、株式会社メイツ大阪（本

社：大阪府大阪市 代表取締役社長：藏元一春 以下「メイツ大阪」）、株式会社メイツ九州（本社：福岡県

福岡市 代表取締役社長：岩田修 以下「メイツ九州」）（メイツ、メイツ北海道、メイツ東海、メイツ京都、メイ

ツ大阪およびメイツ九州を合わせて以下「メイツ各社」）の株式を取得し、子会社化することが決議されまし

たので、別添のとおりお知らせいたします。 

なお、本件による当社の業績に与える影響はございません。 

 

 

別添：株式会社メイツ・株式会社メイツ北海道・株式会社メイツ東海・株式会社メイツ京都・株式会社メ

イツ大阪・株式会社メイツ九州の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

（参考） 

１．親会社の名称 株式会社リクルート 

２．本店所在地 東京都中央区銀座八丁目 4番 17 号 

３．代表者の氏名 代表取締役社長兼CEO 柏木 斉 

４．当社との関係  

①資本関係 議決権被所有割合 47.68％（平成 21 年 11 月末日 現在） 

②人的関係 株式会社リクルートの社員1 名が当社の取締役に、社員2 名が当社の監査役

にそれぞれ就任しております。 



平成 21 年 12 月 24 日 

各位 

東京都中央区銀座八丁目 4番１７号 

                                   株 式 会 社 リ ク ル ー ト 

 

当社子会社による株式会社メイツ・株式会社メイツ北海道・ 

株式会社メイツ東海・株式会社メイツ京都・株式会社メイツ大阪・株式会社メ

イツ九州の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO：柏木斉 以下「リクルート」）

の子会社である株式会社リクルートスタッフィング（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長嶋由紀

子 以下「リクルートスタッフィング」）は、本日、株式会社メイツホールディングスが保有する、株式会社

メイツ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：岩田修 以下「メイツ」）、株式会社メイツ北海道（本

社：北海道札幌市 代表取締役社長：岩田修 以下「メイツ北海道」）、株式会社メイツ東海（本社：愛知

県名古屋市 代表取締役社長：岩田修 以下「メイツ東海」）、株式会社メイツ京都（本社：京都府京都

市 代表取締役社長：藏元一春 以下「メイツ京都」）、株式会社メイツ大阪（本社：大阪府大阪市 代

表取締役社長：藏元一春 以下「メイツ大阪」）、株式会社メイツ九州（本社：福岡県福岡市 代表取締

役社長：岩田修 以下「メイツ九州」）（メイツ、メイツ北海道、メイツ東海、メイツ京都、メイツ大阪およびメ

イツ九州を合わせて以下「メイツ各社」）の株式を取得し、子会社化することを決議致しましたので、下

記の通りお知らせします。 

 

記 

 

1．株式取得の理由 

リクルートグループの派遣会社であるリクルートスタッフィングは、事務領域における労働者派遣事業

の取り組みを重要な成長戦略と位置づけております。 

メイツ・メイツ北海道・メイツ東海・メイツ京都・メイツ大阪・メイツ九州は、事務派遣を主要事業とし、事

業展開しております。リクルートスタッフィングおよびメイツ各社が持つ事業の強みを最大限発揮し、事

業展開を行うことで、派遣社員への就業機会の提供とサービスの質をより高め、各社で更なる成長を目

指せることから、この度メイツ各社を子会社化することと致しました。 

 

2．異動する子会社の概要「株式会社メイツ」 

（1）商号 株式会社メイツ 

（2）代表者 代表取締役社長 岩田修 

（3）所在地 東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 11階 

（4）設立年月日 2006 年 4 月 3 日 



（5）主な事業内容 人材派遣事業(一般人材派遣、紹介予定派遣）・人材紹介事業など 

（6）決算期 3 月末 

（7）従業員数 178 人(2009 年 9月中平均） 

（8）資本金 100 百万円 

（9）発行済株式総数 2,000 株 

（10）株主と所有割合 株式会社メイツホールディングス 100％ 

（11）最近事業年度における業績の動向（百万円）  

  2007 年 3月期 2008 年 3月期 2009 年 3月期 

売上高 9,844 11,755 11,390 

営業利益 ▲348 74 118 

経常利益 ▲348 80 116 

当期利益 ▲263 105 55 

株数 2,000 2,000 2,000 

1 株あたり利益 ▲0.131 0.052 0.027 

配当金 - - - 

 

3．異動する子会社の概要「株式会社メイツ北海道」 

（1）商号 株式会社メイツ北海道 

（2）代表者 代表取締役社長 岩田修 

（3）所在地 北海道札幌市中央区北 2条西 4丁目 北海道ビル 1階 

（4）設立年月日        1989 年 8月 22 日 

（5）主な事業内容 人材派遣事業（一般人材派遣、紹介予定派遣）・人材紹介事業など 

（6）決算期 3 月末 

（7）従業員数 12 人（2009 年 9 月中平均） 

（8）資本金     60 百万円 

（9）発行済株式総数 1,200 株 

（10）株主と所有割合 株式会社メイツホールディングス 100％ 

（11）最近事業年度における業績の動向（百万円） 

  2007 年 3月期 2008 年 3月期 2009 年 3月期 

売上高 654 670 675 

営業利益 ▲9 ▲11 ▲2 

経常利益 ▲9 ▲10 ▲3 

当期利益 ▲9 ▲6 ▲14 

株数 1,200 1,200 1,200 

1 株あたり利益 ▲0.008 ▲0.005 ▲0.011 

配当金 - 21 - 

 

4．異動する子会社の概要「株式会社メイツ東海」 

（1）商号 株式会社メイツ東海 

（2）代表者 代表取締役社長 岩田修 

（3）所在地 愛知県名古屋市中村区名駅 3-28-12 大名古屋ビルヂング 5階 

（4）設立年月日 1988 年 12月 10 日 

（5）主な事業内容 人材派遣事業（一般人材派遣、紹介予定派遣）・人材紹介事業など 



（6）決算期 3 月末 

（7）従業員数 23 人（2009 年 9 月中平均） 

（8）資本金     60 百万円 

（9）発行済株式総数 1,200 株 

（10）株主と所有割合 株式会社メイツホールディングス 100％ 

（11）最近事業年度における業績の動向（百万円） 

  2007 年 3月期 2008 年 3月期 2009 年 3月期 

売上高 1,525 1,708 1,550 

営業利益 28 39 12 

経常利益 28 39 12 

当期利益 15 24 8 

株数 1,200 1,200 1,200 

1 株あたり利益 0.012 0.020 0.006 

配当金 8 12 8 

 

5．異動する子会社の概要「株式会社メイツ京都」 

（1）商号 株式会社メイツ京都 

（2）代表者 代表取締役社長 藏元一春 

（3）所在地  京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 20 番地 

四条烏丸ＦＴスクエア 3階 

（4）設立年月日 1989 年 12月 4 日 

（5）主な事業内容 人材派遣事業（一般人材派遣、紹介予定派遣）・人材紹介事業など 

（6）決算期 3 月末 

（7）従業員数 10 人（2009 年 9 月中平均） 

（8）資本金     75 百万円 

（9）発行済株式総数 1,500 株 

（10）株主と所有割合 株式会社メイツホールディングス 100％ 

（11）最近事業年度における業績の動向（百万円） 

  2007 年 3月期 2008 年 3月期 2009 年 3月期 

売上高 631 730 748 

営業利益 16 19 13 

経常利益 17 19 14 

当期利益 11 12 9 

株数 1,500 1,500 1,500 

1 株あたり利益 0.007 0.008 0.006 

配当金 5 6 9 

 

6．異動する子会社の概要「株式会社メイツ大阪」 

（1）商号 株式会社メイツ大阪 

（2）代表者 代表取締役社長 藏元一春 

（3）所在地 大阪府大阪市北区角田町 8-47 阪急グランドビル 16階 

（4）設立年月日 1989 年 4 月 1 日 

（5）主な事業内容        人材派遣事業（一般人材派遣、紹介予定派遣）・人材紹介事業など 



（6）決算期 3 月末 

（7）従業員数 35 人（2009 年 9 月中平均） 

（8）資本金     79.5 百万円 

（9）発行済株式総数 1,500 株 

（10）株主と所有割合 株式会社メイツホールディングス 100％ 

（11）最近事業年度における業績の動向（百万円） 

  2007 年 3月期 2008 年 3月期 2009 年 3月期 

売上高 1,626 1,995 2,017 

営業利益 ▲8 31 15 

経常利益 ▲8 32 17 

当期利益 ▲13 19 10 

株数 1,500 1,500 1,500 

1 株あたり利益 ▲0.009 0.013 0.007 

配当金 99 9 20 

 

7．異動する子会社の概要「株式会社メイツ九州」 

（1）商号 株式会社メイツ九州 

（2）代表者 代表取締役社長 岩田修 

（3）所在地 福岡県福岡市中央区天神 1-12-7 福岡ダイヤモンドビル 7階 

（4）設立年月日 1988 年 2 月 17 日 

（5）主な事業内容 人材派遣事業（一般人材派遣、紹介予定派遣）・人材紹介事業など 

（6）決算期 3 月末 

（7）従業員数 18 人（2009 年 9 月中平均） 

（8）資本金     50 百万円 

（9）発行済株式総数 1,000 株 

（10）株主と所有割合 株式会社メイツホールディングス 100％ 

（11）最近事業年度における業績の動向（百万円） 

  2007 年 3月期 2008 年 3月期 2009 年 3月期 

売上高 1,066 1,359 1,284 

営業利益 37 26 25 

経常利益 37 28 25 

当期利益 22 17 12 

株数 1,000 1,000 1,000 

1 株あたり利益 0.022 0.017 0.012 

配当金 11 180 60 

 

8．株式の取得先 

株式会社メイツホールディングスが保有するメイツ各社の全株式を取得致します。 

 

9. 取得前後の所有株式の状況 

（1）メイツ 

 異動前の所有株式数 0 株（所有割合 0％） （議決権の数 0 個）           

取得株式数 2,000 株 （議決権の数 2,000 個） 



  異動後の所有株式数 2,000 株（所有割合 100％） （議決権の数 2,000 個） 

（2）メイツ北海道 

異動前の所有株式数 0 株（所有割合 0％） （議決権の数 0 個） 

 取得株式数 1,200 株 （議決権の数 1,200 個） 

 異動後の所有株式数 1,200 株（所有割合 100％） （議決権の数 1,200 個） 

（3）メイツ東海 

 異動前の所有株式数 0 株（所有割合 0％） （議決権の数 0 個） 

 取得株式数 1,200 株 （議決権の数 1,200 個） 

 異動後の所有株式数 1,200 株（所有割合 100％） （議決権の数 1,200 個） 

（4）メイツ京都 

 異動前の所有株式数 0 株（所有割合 0％） （議決権の数 0 個） 

 取得株式数 1,500 株 （議決権の数 1,500 個） 

 異動後の所有株式数 1,500 株（所有割合 100％） （議決権の数 1,500 個） 

（5）メイツ大阪 

 異動前の所有株式数 0 株（所有割合 0％） （議決権の数 0 個） 

 取得株式数 1,500 株 （議決権の数 1,500 個） 

 異動後の所有株式数 1,500 株（所有割合 100％） （議決権の数 1,500 個） 

（6）メイツ九州 

 異動前の所有株式数 0 株（所有割合 0％） （議決権の数 0 個） 

 取得株式数 1,000 株 （議決権の数 1,000 個） 

 異動後の所有株式数 1,000 株（所有割合 100％） （議決権の数 1,000 個） 

 

10．日程 

2009 年 12月 24 日（本日） リクルートスタッフィング決議 

2010 年 1 月 15 日（予定） 株式譲受日 

 

11．株式会社メイツホールディングスの概要 

（1）商号          株式会社メイツホールディングス 

（2）代表者  代表取締役社長 岩田修 

（3）所在地  東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 11階 

（4）設立                1985 年 4月 1 日 

（5）資本金  350 百万円（発行済株式数 1,830 株） 

 

12．リクルートスタッフィングの概要 

（1）商号 株式会社リクルートスタッフィング 

（2）代表者 代表取締役社長 長嶋由紀子 

（3）所在地 東京都中央区銀座 8-4-17 

（4）設立 1987 年 6 月 22 日 

（5）資本金 9 億 3940 万円 



（6）売上高 1,728 億円(2009 年 3 月期実績) 

 リクルート派遣カンパニー※ 2,317 億円（2009 年 3 月期実績）  

 ※㈱リクルートスタッフィング、㈱リクルートフロムエーキャスティング、 ㈱リクルートスタッ

フィング情報サービス、㈱リクルートファクトリーパートナーズ、㈱リクルート R&D スタッフィン

グ、㈱キャリアメイツ 

（7）従業員数 1,751 名（2009 年 4 月現在） 

（8）主な事業内容 人材派遣事業、人材紹介事業、アウトソーシング事業 など 

 

13．リクルートの概要 

（1）商号     株式会社リクルート 

（2）代表者  代表取締役社長 兼 CEO 柏木斉 

（3）所在地  東京都千代田区丸の内 1-9-2 

（4）設立               1963 年 8 月 26日 

（5）資本金  30 億 264 万円 

（6）売上高  4,228 億 67 百万円（2009 年 3 月期実績） 

（7）従業員数  6,839 名（2009 年 10 月 1日現在） 

（8）主な事業内容         人材総合サービス、および情報誌・インターネット・携帯端末 

を活用した商品とユーザーとのマッチングサービス 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】  

株式会社リクルートスタッフィング 広報室 林 夏子 
TEL.03-6274-3550  FAX.03-6274-3575 

株式会社リクルート 広報部 伊東 由理 

TEL.03-6835-9597  FAX.03-6834-8957 


