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モバイルリンク株式会社の株式取得及び第三者割当増資の引受け（子会社化） 

に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年３月 28 日開催の取締役会において、日本ラッド株式会社（以下、「日本ラッ

ド」という。）が保有するモバイルリンク株式会社（以下、「モバイルリンク」という。）の株式を

取得し、併せて同社の第三者割当増資を引受けることにより、同社を子会社化することを決議い

たしましたのでお知らせいたします。 

 なお、当会社は、当社連結子会社となる予定であります。 

 

記 

 

 

１．株式取得の理由 

モバイルリンクは、主に物流企業の多種多様なニーズに対して、デジタルタコグラフ（国土交

通省認定）を利用した運行管理システム「TacMan」、 動態把握システム「TacNet/TacWeb」
を主力商品として、輸配送の効率化、コスト削減、荷物管理、安全・労務管理の充実等の高度な

ソリューション構築を提供しております。 
また当社は、当社の核となるＩＴ関連事業における不採算部門の撤退や営業強化等の再構築を

行っておりますが、ＩＴ関連事業のさらなる発展に向け、当社と事業上の相乗効果が強く見込ま

れるモバイルリンクの株式を取得し、子会社化することといたしました。  

また、モバイルリンクは既存株主である日本ラッドとの関係も引き続き維持し、同社との事業

上の相乗効果を模索し、当社のさらなる企業価値向上に努めて参ります。  

 

２．異動の方法  

当社は、日本ラッドが保有するモバイルリンクの株式（以下、「当該株式」という。）800株の

うち、400株を取得します。 また併せて同日付でモバイルリンクが行う第三者割当増資において

300株の引受けを行います。 

これによりモバイルリンクは、当社の子会社となります。  
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３．異動する子会社（モバイルリンク）の概要 

（１）商号 モバイルリンク株式会社 

（２）本店所在地 東京都新宿区市谷田町二丁目１番３号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 市川純司  

（４）事業内容 車載端末システム開発販売 

（５）資本金の額 40百万円  

（６）設立年月日 平成11年３月10日 

（７）大株主及び持株比率 日本ラッド株式会社 800株（100.00%）   

（８）上場会社と当該会社との関係等 資本関係  当該会社との間には、記載す

べき資本関係はありません。

人的関係  当該会社との間には、記載す

べき取引関係はありません。

取引関係  当該会社との間には、記載す

べき取引関係はありません。

関連当事者への  

該当状況  

当該会社との間には、記載す

べき取引関係はありません。

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態  

 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産(千円)  8,612 26,028 19,782

総資産(千円)  95,740 76,385 95,710

１株当たり純資産（円）  10,764.61 32,534.52 24,726.91

売上高(千円)  229,324 212,828 147,835

営業利益又は営業損失（△）(千円)  △2,295 17,758 △5,189

経常利益又は経常損失（△）(千円)  △2,699 17,401 △5,528

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △2,888 17,416 △6,246

１株当たり当期純利益又は当期純損失

（△）（円）  

△3,609.56 21,769.91 △7,807.62

１株当たり配当金（円）  ― ― ―

 

４．株式取得の相手先の概要 

（１）商号 日本ラッド株式会社  

（２）本店所在地 東京都港区虎ノ門二丁目２番５号共同通信会館ビル 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 大塚 隆一 

（４）事業内容 ソフトウェア・ハードウェア受託開発事業、クラウド・

データセンター事業等 

（５）資本金の額 772百万円  

（６）設立年月日 昭和46年６月７日  

（７）純資産 1,646百万円（平成23年12月31日時点）  

（８）総資産 4,436百万円（平成23年12月31日時点）  

（９）大株主及び持株比率 

  

大塚 隆一（20.7％）  

都築電気株式会社（9.05％） 

（10）上場会社と当該会社との関係等 資本関係  当該会社との間には、記載す

べき資本関係はありません。

人的関係  当該会社との間には、記載す

べき取引関係はありません。
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取引関係  当該会社との間には、記載す

べき取引関係はありません。

関連当事者への  

該当状況  

当該会社との間には、記載す

べき取引関係はありません。

（11） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態  

 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産(千円)  1,619,265 1,803,934 1,909,773

総資産(千円)  3,444,380 4,141,781 4,294,372

１株当たり純資産（円） 403.98 448.02 474.22

売上高(千円) 3,180,711 3,799,361 3,917,738

営業利益 (千円) 42,854 184,476 142,465

経常利益 (千円) 26,359 221,471 122,408

当期純利益 (千円) 11,374 183,906 72,507

１株当たり当期純利益（円） 2.84 45.87 18.05

１株当たり配当金（円）  5.00 5.00 5.00

 

５．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

(１)異動前の所有株式数  －株 （議決権の数：－個）  

（所有割合：－％）  

(２)譲受けによる取得株式数  400株（議決権の数：400個）  

（取得価額：40,000,000円）  

(３)第三者割当増資引受けに 

よる取得株式数  

300株（議決権の数：300個）  

（取得価額：30,000,000円）  

(４)異動後の所有株式数  700株（議決権の数：700個）  

（所有割合：63.64％）  

(５)取得価額の算定根拠  
本株式取得については、その公正性及び妥当性を期すため、独立した第三者算定機関として

株式会社アザヤカコンサルティングを選定し、株式価値の算定を依頼いたしました。  

当該株式の評価において、評価対象会社の収益性を反映した評価結果が得られることからＤ

ＣＦ方式を採用し、算定を行いました。その結果、当該株式の1株当たり株式価値は97,855円

～116,070円との算定結果となりました。 

当該株式の取得に際して、日本ラッドと慎重に交渉協議を行い、また、上記算定結果を参考

として、モバイルリンクの子会社化による当社グループとの事業シナジー等を勘案して、今後

の収益性を検討した結果、５．（２）及び５．（３）に記載の取得価額にて取得することとい

たしました。 

 

７．異動の日程 

取締役会決議                   平成24年3月28日 

株式譲渡契約及び第三者割当増資引受契約締結日   平成24年3月28日 

株式譲渡契約及び第三者割当増資引受実行日     平成24年3月30日 

 

８．今後の見通し 

 本件により、モバイルリンクは当社の連結子会社となりますが、今期の連結業績に与える影響

は、現時点では軽微であると見込んでおります。 

以 上 
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