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当社連結子会社による株式取得（孫会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社連結子会社である株式会社ベストクリエイト（以下、「ベストクリエイト」という。）は、本日開催

の取締役会において、リブラプラス株式会社（以下、「リブラプラス」という。）の株式を取得し、子会社

化（当社の孫会社化）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 

 当社グループは、安定的な成長の源泉となるストック収益の積上げによる収益モデルへの転換を経営の

最重要課題とし、スマートインフラ事業への取り組みをはじめ、自社コンテンツの拡充、インターネット

販売の強化、業種別販売網の強化、事業ポートフォリオの再構築を事業方針として掲げております。その

中でも、現在スマートインフラ事業へ経営資源を集中させている最中でございます。 

そのような状況の中、スマートインフラ事業の更なる成長・拡大のために、ヘルスケアとリフレッシュ

＆リラックスをコンセプトにスマートデバイス向けサービスを展開し、50 万超の会員数を誇るリブラプラ

スを、当社連結子会社であるベストクリエイトの子会社とすることといたしました。 

 これにより、ベストクリエイトのリアルアフィリエイト販路である店舗に対して、リブラプラスのサー

ビスを展開することをはじめとした、ビジネスノウハウの融合により、スマートインフラ事業の更なる成

長・拡大を図ってまいります。 

 

２．株式を取得する子会社（ベストクリエイト）の概要            （平成24年2月29日現在） 
（１）名称 株式会社ベストクリエイト 

（２）所在地 東京都新宿区揚場町2番20号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 眞下 弘和 

（４）事業内容 ・アフィリエイト広告事業 

・広告代理店事業 

・情報通信に関わる取次業務 

・インターネットサービスによる企画・制作・販売 

（５）資本金 556百万円 

（６）設立年月日 平成21年 4月20日 

 



３．孫会社となる会社（リブラプラス）の概要                （平成24年2月29日現在） 
（１）名称 リブラプラス株式会社 

（２）所在地 東京都港区赤坂2丁目20番 19号 菅井ビル3-A 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田辺 顕能 

（４）事業内容 ・リフレッシュとリラックスのヘルスケアサイト「リフラ」の運営 

・福利厚生サービス事業 

・インターネットや携帯電話を利用したWebアプリケーションの開発 

・販促や商品プロモーションの支援事業 

・広告配信サービス事業 

（５）資本金 279百万円 

（６）設立年月日 平成19年 6月 

（７）事業年度の末日 3月 31日 

（８）大株主及び持株比率 

株式会社光通信 45.51％ 

株式会社メンバーズモバイル 18.24％ 

株式会社オリエンタル・エージェンシー 11.75％ 

ソフトバンク株式会社 9.34％ 

ソフトバンクテレコム株式会社 8.29％ 

e-まちタウン株式会社 6.86％ 

資本関係 

人的関係 （９）当事会社間の関係 

取引関係 

該当事項はありません。 

（１０）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 ※ 143百万円 △223百万円 △206百万円

総 資 産 ※ 239百万円 171百万円 210百万円

1 株 当 た り 純 資 産 7,160円 △11,169円 △10,311円

売 上 高 193百万円 292百万円 642百万円

営 業 利 益 △190百万円 △163百万円 14百万円

経 常 利 益 △190百万円 △189百万円 11百万円

当 期 純 利 益 △189百万円 △366百万円 17百万円

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 △9,486円 △18,329円 857円

1 株 当 た り 配 当 金 0円 0円 0円

※平成24年 3月期においては、約223百万円の増資等が実施され、純資産については約180百万円、総資

産については約400百万円をそれぞれ見込んでおります。 

 

４．株式取得の相手先の概要                           （平成23年9月30日現在） 
（１）名称 株式会社光通信 

（２）所在地 
東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 光ウエストゲートビル 

※平成23年 10月 1日現在 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 玉村 剛史 

（４）事業内容 ・移動体通信事業 

・OA機器販売事業 



・固定回線取次事業 

・法人向け携帯電話販売事業 

・インターネット関連事業 

・保険代理店事業 

・ビジネスソリューション事業 

（５）資本金 54,259百万円 

（６）設立年月日 昭和63年 2月 

（７）純資産 104,777百万円 

（８）総資産 205,068百万円 

（９）事業年度の末日 3月 31日 

（１０）大株主及び持株比率 

有限会社光パワー 34.88％ 

重田 康光 13.54％ 

株式会社光通信 10.16％           

資本関係 
株式会社光通信が当社の株式を13.40％保有しておりま

す。 

人的関係 

株式会社光通信から当社へ、取締役が3名、監査役が1名

派遣されております。 

株式会社光通信から株式会社ベストクリエイトへ、取締

役が2名、監査役が1名派遣されております。 

取引関係 該当事項はありません。 

（１１）当事会社間の関係 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

（平成23年12月31日現在） 
（１）名称 株式会社メンバーズモバイル          

（２）所在地 東京都豊島区西池袋2丁目29番 16号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 村井 達朗             

（４）事業内容 移動体通信事業 

（５）資本金 250百万円 

（６）設立年月日 平成18年 10月 

（７）純資産 786百万円 

（８）総資産 15,540百万円 

（９）事業年度の末日 3月 31日 

（１０）大株主及び持株比率 株式会社ベストパートナー 100％ 

資本関係 

人的関係 

取引関係 

（１１）当事会社間の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

 



（平成23年12月31日現在） 
（１）名称 株式会社オリエンタル・エージェンシー 

（２）所在地 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 菊地 央 

（４）事業内容 グループ中間持株会社 

（５）資本金 90百万円 

（６）設立年月日 平成12年 6月 

（７）純資産 ▲630百万円 

（８）総資産 634百万円 

（９）事業年度の末日 3月 31日 

（１０）大株主及び持株比率 株式会社コンタクトセンター 98.59％ 

資本関係 

人的関係 

取引関係 

（１１）当事会社間の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数 
0株 

（議決権の数：0個） 

（２）譲受株式数 

32,780株 

（議決権の数：32,780個） 

（発行済株式数に対する割合：75.50％） 

（譲受価額 ：264百万円） 

（３）異動後の所有株式数 

32,780株 

（議決権の数：32,780個） 

（所有割合 ：75.50％） 

 

６．日程 
 平成24年4月9日   取締役会決議 

平成24年4月9日   株式譲受契約締結 

平成24年 4月16日 株式譲受日（予定） 

  
７．今後の見通し 
 本件が当社の連結・個別業績に与える影響等につきましては、精査次第、適時に開示いたします。 

 
以上 


