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丸星株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 
当社は、平成 23 年 1 月 21 日開催の取締役会において、丸星株式会社の株式を取得し、子会社化すること

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．株式取得の理由 

当社は、自動車などの使用説明書、修理書等の企画・編集・制作を中心としたマーケティング事業を

主たる業務としております。 
今回子会社化する丸星株式会社も、同様の事業を主たる業務としておりますが、両社は顧客・営業拠

点などの面で重複が少ないため、規模の拡大が見込めると判断いたしました。 
今後は、両社の主要顧客との関係を維持しつつ、共通コスト削減や両社の強みを活かした事業展開に

よるシナジーの最大化をはかり、グループ全体としての企業価値向上を図ってまいります。 
 
２．異動する子会社（丸星株式会社）の概要 

(１) 名称 丸星株式会社 

(２) 所在地 東京都港区芝浦 2－8－10 
(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 天方 雅明 

(４) 主な事業内容 技術資料の作成・翻訳、研修教材・e－ラーニング教材の企画・作成、研修

の運営・管理 

(５) 資本金 440 百万円 

(６) 設立年月日 昭和 29 年 7 月 

(７) 大株主および持株比率 アント･カタライザー3 号投資事業有限責任組合 98.5％ 

個人（同社役員）2 名              1.5％ 

 

資本関係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありませ

ん。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者

および関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。

 

人的関係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありませ

ん。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者

および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

なお、本件株式の取得に伴い、当社常務執行役員の田島龍司

が当該会社の専務取締役に、当社常勤監査役の深見裕康が当

該会社の監査役に、それぞれ就任する予定です。 

(８) 上場会社と当該会社と

の間の関係 

 

取引関係

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ

ん。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者

および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。



 
(９) 当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態（単体） 
決算期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 平成 21 年 12 月期 
純資産 1,209 百万円 1,530 百万円 1,583 百万円

総資産 1,704 百万円 2,056 百万円 2,152 百万円

1 株当たり純資産 52,544.37 円 66,457.96 円 68,790.16 円

売上高 2,154 百万円 2,355 百万円 1,762 百万円

営業利益 101 百万円 146 百万円 92 百万円

経常利益 202 百万円 311 百万円 107 百万円

当期純利益 91 百万円 113 百万円 53 百万円

1 株当たり当期純利益 3,971.36 円 4,920.94 円 2,332.21 円

1 株当たり配当金 － 円 － 円 － 円

 
（参考）丸星グループ連結指標 

  ＊上記業績については、監査法人による監査は受けておりません。 
連結指標については、平成 19 年 12 月期は、丸星株式会社、Maruboshi Europe B.V.の計 2 社、平成

20 年 12 月期は、丸星株式会社、Maruboshi Europe B.V.、Maruboshi France S.A.R.L.の計 3 社、平

成 21 年 12 月期は、丸星株式会社、Maruboshi Europe B.V.、Maruboshi France S.A.R.L.、Maruboshi 
Central & Eastern Europe Sp.zo.o.、広州市丸星資訊科技有限公司、Maruboshi (Thailand) Co., Ltd.、
台湾丸星資訊科技有限公司 の計 7 社を対象としております。 

 
 
３．株式取得の相手先の概要 

(１) 名称 アント・カタライザー3 号投資事業有限責任組合 
(２) 所在地 東京都千代田区丸の内 1－2－1 東京海上日動ビルディング新館 5 階 
(３) 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 
(４) 組成目的 国内の未上場会社が発行している株式等の有価証券への投資 
(５) 組成日 平成 18 年 6 月 1 日 

(６) 出資の総額 20,000 百万円 

(７) 主要出資者および出

資比率 
 

カタライザーＢ3 号投資事業有限責任組合   48％ 

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 9.5％ 

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社  7.5％ 
名称 アント･キャピタル･パートナーズ株式会社 
所在地 東京都千代田区丸の内 1－2－1 

東京海上日動ビルディング新館 5 階 
代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 尾﨑 一法 
事業内容 未公開株式等への投資業務および投資事業組合の

運営管理業務 

(８) 業務執行組合員の 

概要 

資本金の額 3,086 百万円 

名称 
所在地 
代表者の役職・氏名 
事業内容 

(９) 国内代理人の概要 
 
 
 
 資本金の額 

該当事項はありません。 

決算期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 平成 21 年 12 月期 
純資産 1,693 百万円 1,881 百万円 2,032 百万円

総資産 2,291 百万円 2,470 百万円 2,575 百万円

売上高 3,214 百万円 3,205 百万円 2,505 百万円

営業利益 319 百万円 290 百万円 209 百万円

経常利益 378 百万円 302 百万円 227 百万円

当期純利益 △47 百万円 62 百万円 139 百万円



 
上場会社と当該組合の

関係 
当社ならびに当社の関係者および関係会社から当

該組合へは直接・間接を問わず出資はありません。

また、当社ならびに当社の関係者および関係会社と

当該組合の出資者との間には、特筆すべき資本関

係・人的関係・取引関係はありません。 
上場会社と業務執行組

合員の関係 
当社と当該組合の業務執行組合員との間には、記載

すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

また、当社ならびに当社の関係者および関係会社と

当該組合の業務執行組合員ならびに当該組合の業

務執行組合員の関係者および関係会社との間には、

特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありま

せん。 

(10) 当社との関係等 

上場会社と国内代理人

との間の関係 
該当事項はありません。 

 
４．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

(４)取得価額の算定根拠 
取得価額は、第三者機関が行いました類似公開会社比較方式および DCF 方式による株価算定結果等を

参考に算出したものであります。 
 
５．日 程 

 
６．今後の見通し 

丸星株式会社は当社の連結子会社となる見込みですが、平成 23 年 9 月期業績見通しに与える影響につ

きましては、現在精査中であるため、確定次第お知らせいたします。 
 

以上 

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

(２) 取得株式数 17,867 株 
（議決権の数：17,867 個） 
（取得価額 ：1,680 百万円） 

(３) 異動後の所有株式数 17,867 株 
（議決権の数：17,867 個） 
（所有割合 ：100％） 

(１) 取締役会決議 平成 23 年 1 月 21 日 
(２) 株式譲渡契約締結 平成 23 年 1 月 21 日 
(３) 株式譲渡予定日 平成 23 年 1 月 24 日 


