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平成24年７月30日 

各  位 

会 社 名  株式会社明光ネットワークジャパン 

代表者名  代表取締役社長  渡 邉 弘  毅 

（コード番号 ４６６８  東証第一部 ） 

問合せ先  経営企画部長  荻 田   修 

（ＴＥＬ．03-5860-2111 代表） 

 

 

持分法適用関連会社の異動（株式会社ユーデックの連結子会社化）に関するお知らせ 

 

 当社は、平成24年７月30日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社ユーデック（以

下、「ユーデック」）の株式を追加取得し、連結子会社化することについて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．株式追加取得の理由 

当社は、「教育・文化事業への貢献を通じて人づくりを目指す」、「フランチャイズノウハウの開発普及を

通じて自己実現を支援する」という２つの経営理念を掲げ、「自立学習」「個別指導」方式による個別指導塾

「明光義塾」を直営及びフランチャイズシステムにより全国2,050教室以上展開しております。 

一方、ユーデックは、関西圏における私立中学受験情報誌及び公立・私立高校受験情報誌「がくあん」を発 

行しており、当該情報誌の販売数は関西圏においてトップシェアの実績を誇っております。また、進学模擬試 

験の販売を全国展開するとともに、学習塾採択教材の販売、学内予備校の運営を行っております。 

 今般、株式会社ユーデック株式を追加取得し、当社の子会社とすることとなりました。 

本件子会社化により、ユーデックとの関係をより強固なものとし、協力体制の強化による同社が運営する学

内予備校の拡大、同社が制作している明光義塾統一テストの更なるクオリティアップ等、当社グループ価値向

上を目指してまいります。 

 

 ２. 異動する子会社（株式会社ユーデック）の概要 

（１） 名称 株式会社ユーデック 

（２） 所在地 大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番30号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川東義武 

（４） 事業内容 
受験情報誌の発行、小学生・中学生対象模擬試験制作販売、学習塾

専用教材販売、学内予備校運営等 

（５） 資本金 99百万円 

（６） 設立年月日 昭和62年10月20日 

（７） 株主及び持株比率 

川東義武                       39.4％

株式会社アップ                    19.7％

株式会社明光ネットワークジャパン           19.2％

株式会社ウィザス                   17.7％

株式会社四谷大塚                     2.0％

株式会社四谷大塚出版                  2.0％

(８) 
上場会社と当該会社と

の間の関係 
資本関係 

当社は当該会社の発行済株式総数の19.2％保有し

ております。 
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人的関係 
当社の役員１名が当該会社の役員を兼務しており

ます。 

取引関係 
当社と当該会社との間には、営業上の取引関係があ

ります。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態                 

決算期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

 売上高 577,178千円 563,520千円 695,410千円

 営業利益 3,010千円 △ 3,495千円 17,348千円

 経常利益 16,082千円 2,933千円 30,183千円

 当期純利益 14,729千円 5,383千円 25,351千円

 １株当たり当期純利益 7,439円 2,718円 12,803円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 純資産 163,836千円 169,321千円 194,788千円

 総資産 592,365千円 580,351千円 613,517千円

 １株当たり純資産 82,745円 85,515円 98,377円

※平成24年３月31日現在 

 

 

 ３．株式取得の相手先の概要 

（１） 氏名 川東 義武 （株式会社ユーデック 代表取締役社長） 

（２） 住所 兵庫県神戸市 

（３） 
上場会社と 

当該個人の関係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有して

いる会社等並びにその子会社を含む。）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、当社の関係者及び関係会社と当

該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関

係・人的関係・取引関係はありません。なお、川東義武氏は、同社の主要

株主であり、引き続き代表取締役社長となります。 

 

（１） 名称 株式会社アップ 

（２） 所在地 兵庫県西宮市高松町15番41号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 尾上 嘉基 

（４） 事業内容 幼児、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人への総合教育サービス 

（５） 資本金 1,667百万円 

（６） 設立年月日 昭和52年10月18日 

（７） 純資産 10,306百万円 

（８） 総資産 14,002百万円 

（９） 大株主及び持株比率 
株式会社ベネッセホールディングス             88.2％ 

株式会社マルユ                       10.1％ 

（10） 
上場会社と 

当該会社の関係 

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、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及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、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関

係はありません。 
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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、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関

係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。ま

た、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当

事者には該当しません。 

※平成24年３月31日現在 
※平成24年６月29日に240株を取得済み 

 

（１） 名称 株式会社ウィザス 

（２） 所在地 大阪府大阪市中央区備後町３丁目６番２号 KFセンタービル 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 生駒 富男 

（４） 事業内容 幼児から高校生までを対象とする学習塾事業、高校・キャリア支援事業 

（５） 資本金 1,299百万円 

（６） 設立年月日 昭和51年７月10日 

（７） 純資産 4,490百万円 

（８） 総資産 14,299百万円 

（９） 大株主及び持株比率 

株式会社ヒントアンドヒット                11.9％ 

ウィザス職員持株会                    6.8％ 

株式会社増進会出版社                    6.0％ 

堀川直人                                                  4.5％ 

堀川明人                                                  4.5％ 

竹田和平                                                  2.9％ 

堀川一晃                                                  2.6％ 

株式会社明光ネットワークジャパン                          2.6％ 

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社）          2.6％ 

株式会社市進ホールディングス                              2.1％ 

（10） 
上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 

当社は当該会社の発行済株式総数の2.57％を保有して

おります。当該会社は当社の発行済株式総数の1.06％

を保有しております。 

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、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関

係はありません。 

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、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関

係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。ま

た、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当

事者には該当しません。 

※平成24年３月31日現在 
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４. 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 380株（議決権の数   380個）（所有割合 19.2％） 

（２） 取得株式数 870株（議決権の数   870個）（取得価額 105百万円） 

（３） 異動後の所有株式数 1,250株（議決権の数  1,250個）（所有割合 63.1％） 

（４） 取得後の持株比率 

株式会社明光ネットワークジャパン            63.1％ 

川東義武                       25.3％ 

株式会社アップ                     7.6％ 

株式会社四谷大塚                     2.0％ 

株式会社四谷大塚出版                  2.0％ 

  ※240株については、平成24年６月29日に取得済 
 

５．日程 

（１） 取締役会決議 平成24年７月30日 

（２） 株券引渡期日（予定） 平成24年７月31日 

※240株については、平成24年６月29日に取得済 

 

６．今後の見通し 

   本件の株式取得による平成24年８月期連結業績に与える影響につきましては、軽微であります。                             

以 上 

 

 

 


