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平成 25年 2月 21日 

各      位 

東京都中央区銀座 8 丁目 15 番 2 号 
株 式 会 社 ク ロ ス ・ マ ー ケ テ ィ ン グ 
代表取締役社長兼 CEO  五十嵐  幹 
（ コード番号： 3 6 2 9   東証マザーズ） 
問合せ先   取締役 CFO  人見  茂樹 

（TEL．03－3549－0603） 

 

単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 25 年 2 月 21 日開催の取締役会において、株主総会承認決議等の所定の手続きを経た

上で、下記のとおり、平成 25 年 6 月 3 日（予定）を期日として、当社単独による株式移転（以下「本株式移

転」といいます。）により純粋持株会社（完全親会社）である「株式会社クロス・マーケティンググループ」（以

下「持株会社」といいます。）を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．単独株式移転による持株会社設立の目的 

当社は、平成 15 年 4 月 1 日に設立し、企業の事業活動に不可欠なリサーチ分野において、コスト・

スピード・スケールにすぐれたネットリサーチから事業を開始いたしました。大手調査会社との提携など

により事業を成長させてまいりましたが、ネットリサーチが普及したことにより顧客企業のリサーチニーズ

も多様化したため、ネットリサーチ以外のオフライン調査を含めたマーケティングリサーチ領域へとサー

ビスの幅を拡大させ、より幅広いサービスをワンストップで提供する体制の構築を進めてまいりました。 

平成 23年には ITの進展やスマートフォンの普及にともない、複雑化するマーケティング課題に対応

するため、株式会社インデックスよりモバイルソリューション事業の一部を譲り受け、スマートフォンを中

心としたソリューションを提供するマーケティング領域へと事業を広げ、また平成 24 年には中国(上海

市）にアジア拠点となる子会社を設立するなど、グローバル展開への第一歩も進めてまいりました。 

平成 25 年 4 月 1 日に設立 10 周年を迎える当社が、次の 10 年に向かってさらに成長を加速させて

いくためには、現在主力としているマーケティングリサーチ領域を核としながらも、さらなる事業領域や

事業エリア拡大のため、新規事業の開発に加えて、M&A 等を利用した事業再編により様々な組織・事

業内容を取り込んでいくことも想定しており、そのためには、今後の企業環境の変化に対応し、機動的

かつ弾力的に事業を行っていくための持株会社体制への移行が最適であると判断いたしました。 

なお、持株会社体制への移行は、平成 25 年 3 月 28 日開催予定の第 10 回定時株主総会における

承認を前提としております。 

本株式移転により、当社は持株会社の完全子会社となるため、当社株式は上場廃止となりますが、

当社株主に対しては持株会社株式が割当交付されることになります。持株会社の株式については、東

京証券取引所マザーズ市場への新規上場を申請する予定です。 
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２．持株会社体制移行の手順 

当社は、次に示す方法により、持株会社体制への移行を実施する予定です。 

【ステップ１】 

平成 25年 6月 3日を期日として、本株式移転により持株会社を設立することで、当社は持株会社

の完全子会社となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ２】 

持株会社設立後は、当社の関係会社株式を持株会社に承継し、持株会社体制へと移行いたしま

す。具体的な内容・時期については、決定次第お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．株式移転の要旨 

(1)株式移転の日程 

定時株主総会基準日    平成 24年 12月 31日(月)  

株式移転取締役会決議   平成 25年 2月 21日(木) 

株式移転承認定時株主総会   平成 25年 3月 28日(木)（予定） 

当社株式上場廃止日    平成 25年 5月 29日(水)（予定） 

持株会社設立登記日(本株式移転効力発生日) 平成 25年 6月 3日(月)（予定） 

持株会社株式上場日    平成 25年 6月 3日(月)（予定） 

 

(2)株式移転の方式 

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。 

 

 

㈱クロス・マーケティンググループ
（純粋持株会社）

㈱クロス・マーケティング

子会社等

株式移転 

株式承継 

㈱クロス・マーケティング

子会社等

㈱クロス・マーケティンググループ
（純粋持株会社）

㈱クロス・
マーケティング

㈱クロス・マーケティンググループ
（純粋持株会社）

子会社等

㈱クロス・マーケティング

子会社等
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(3)株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率） 

 ㈱クロス・マーケティンググループ 

（完全親会社・持株会社） 

㈱クロス・マーケティング 

（完全子会社） 

普通株式 １ １ 

 

①株式移転比率 

株式移転により持株会社が当社の発行済み株式の全部を取得する時点の直前時における当

社の株主の皆さまに対し、その保有する当社普通株式１株につき設立する持株会社の普通株式１

株を割当交付いたします。 

 

②単元株式数 

持株会社は単元株制度を採用し、１単元の株式数を 100株といたします。 

 

③株式移転比率の算定根拠 

本株式移転におきましては、当社単独の株式移転によって完全親会社１社を設立するものであ

り、株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主の皆様に不

利益を与えないことを第一義として、株主の皆さまの所有する当社普通株式１株に対して、持株会

社の普通株式１株を割当交付することといたしました。 

 

④第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

上記③の理由により、第三者機関による算定は行っていません。 

 

⑤本株式移転により交付する新株式数(予定) 

普通株式 5,924,448 株 

ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株

会社が交付する上記新株数は変動いたします。なお、当社は、本株式移転による持株会社設立

の直前時に保有する自己株式の全部を本株式移転の直前時をもって消却することを予定している

ため、本日(2 月 21 日現在)現在で当社が保有する自己株式 629,352 株は、上記の算出において

新株式の交付から除外しております。また、当社の株主から株式買取請求権の行使がなされた場

合等、当社の自己株式数が本株式移転までに変動した場合は、持株会社が交付する新株式数が

変動することがあります。 

 

(4)株式移転に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項ありません。 

 

(5)持株会社の新規上場に関する取扱い 

当社は、新たに設立する持株会社の株式について、株式会社東京証券取引所マザーズ市場への

新規上場を申請する予定であり、上場日は、平成25年6月3日（月）を予定しております。また、当社は

本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、平成25年5月
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29日（水）に株式会社東京証券取引所マザーズ市場を上場廃止となる予定であります。 

なお、上場廃止日につきましては、株式会社東京証券取引所の規則に基づき決定されるため変更

される可能性があります。 

 

４．株式移転の当事会社の概要（平成 24年 12月 31日現在） 

（１）商号 株式会社クロス・マーケティング 

（２）所在地 東京都中央区銀座八丁目 15番２号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼 CEO 五十嵐 幹 

（４）事業内容 リサーチ事業、ＩＴソリューション事業 

（５）資本金 274,402 千円 

（６）設立年月日 2003年（平成 15年）４月３日 

（７）発行済株式総数 3,276,900 株 

※2013年 2月 18日を効力発生日として、１：2の株式分

割を行っているため、本日(2 月 21 日現在)の発行済株

式総数は 6,553,800 株になります。 

（８）決算期 12月 31日 

（９）従業員数 261名（連結） 

（10）主要取引先 （販売） 

株式会社電通マーケティングインサイト 

株式会社ビデオリサーチ 

（仕入） 

株式会社リサーチパネル 

（11）主要取引銀行 三井住友銀行 

（12）大株主及び持株比率 五十嵐 幹 

株式会社 VOYAGEGROUP 

人見 茂樹 

株式会社電通マーケティングインサイト 

株式会社ビデオリサーチ 

42.84％ 

13.12％ 

3.82％ 

2.44％ 

2.44％ 

（13）最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 22年 12月期 
（個別） 

平成 23年 12月期 
（連結） 

平成 24年 12月期 
（連結） 

純資産 1,482,387 千円 1,825,816 千円 2,017,334 千円 

総資産 2,229,229 千円 2,830,989 千円 3,088,085 千円 

1株当たり純資産 484.04 円 597.27 円 674.52 円 

売上高 3,483,346 千円 4,423,619 千円 5,446,000 千円 

営業利益 403,742 千円 435,729 千円 554,515 千円 

経常利益 407,648 千円 544,438 千円 581,060 千円 

当期純利益 220,788千円 329,910 千円 312,993 千円 

1株当たり当期純利益 69.82円 107.81 円 103.09 円 

1株当たり配当金 5.50円 10.50円 13円 
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５．株式移転により新たに設立する会社（持株会社・完全親会社）の概要（予定） 

（１）商号 株式会社クロス・マーケティンググループ 

（２）所在地 東京都中央区銀座八丁目 15番２号 

（３）代表者及び役員就任予定者 取締役会長    桑田 瑞松 

代表取締役社長 五十嵐 幹※1 

取締役ＣＦＯ     人見 茂樹※1 

監査役         町田 惠保※3 

監査役         内田 輝紀※2 

監査役         田原 泰明※2 

※1 当該取締役につきましては、株式会社クロス・マーケティングの

取締役と兼務となります。 

※2 当該監査役につきましては、株式会社クロス・マーケティングの

監査役と兼務となります。 

※3 当該監査役につきましては、平成 25年 3月 28日付で株式会社

クロス・マーケティングの監査役に就任予定であります。 

（４）事業内容 グループ会社等の経営管理及びそれに付帯または関

連する業務等 

（５）資本金 274,402 千円 

（６）決算期 12月 31日 

（７）純資産 未定 

（８）総資産 未定 

 

６．会計処理の概要 

企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。なお、本株式移

転によるのれん発生はしない見込みであります。 

 

７．今後の見通し 

本株式移転に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります、これにより、当社の業績は完全親会

社である持株会社の連結業績に反映されることになります。なお、本株式移転による業績への影響は

軽微であります。 

以上 

 


