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当社は、平成 25 年 4 月 30 日開催の取締役会において、以下の通り、株式会社メリーサイト（本

社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 木村成人、以下メリーサイト）の株式を取得し、子会

社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。メリーサイトの詳細につ

きましては、平成 25 年 2 月 15 日に発表致しました「ＳＨＯ－ＢＩ株式会社と株式会社メリー

サイトの業務提携に関するお知らせ」を併せてご覧ください。 

 

記 

 

 

１．株式取得の理由 

 当社は、化粧雑貨を始め、服飾雑貨、キャラクター雑貨などを扱うファブレスの総合企画メ

ーカーで、企画・生産から、総合スーパー、ドラッグストア、バラエティストア、ディスカウ

ントストアなど幅広い小売店向けの販売までを自社で完結できるユニークなビジネスモデル

で事業展開をしております。また当社は、長期経営目標である「ZACCA(雑貨)でアジア No.1」、

売上高 1,000 億円、経常利益 100 億円の達成に向け、取扱商品の拡大及び海外市場への展開に

鋭意取り組んでおります。 

 一方メリーサイトは、1,700 億円超と推定されるコンタクトレンズ(CL)の市場の中で、現在

最も活況を呈しているサークルレンズ(注 1)など視力補正効果に加えて瞳を大きく見せる効果

がありコスメ感覚で利用されている CL（以下コスメコンタクト
TM

）（注 2）分野で強みを持つ

CL メーカーです。 

 

(注 1) サークルレンズとは、CL にドーナツ状の縁取りを施すことで、瞳を大きく見せる効果

を狙ったレンズを指します。 
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(注 2)コスメコンタクト
TM

とは、視力補正用に一般に使われている透明な CL（以下クリアコ

ンタクト）と同様に視力補正力があるのに加えて、マスカラやアイライナーのように、瞳を大

きく見せるデザインを施したコスメ感覚の新しいコンタクトレンズです。（コスメコンタクト

という名称は、商標登録出願中です。） 

 

 

今回、メリーサイトが当社グループに加わることにより期待される効果は以下の通りです。 

 

① コスメコンタクト
TM

は急速に一般消費者における認知度が高まっており、大手 CL メー

カーも販売促進活動を積極化させております。かかる状況を踏まえ、CL 市場における豊

富な事業経験と高い製品供給能力を有するメリーサイトの株式を取得し同社を当社グル

ープに迎えることは、コスメコンタクト
TM

市場の更なる拡大と同市場における当社の地

位を確固たるものにし、当社の長期経営目標の達成に資するものと考えております。 

② 販売面では、実店舗向けの販売が主体である当社に対し、メリーサイトは E コマースを中

心とする通信販売が売上げの約8割を占めるなど販売先の重複が少なく補完関係にあるた

め、双方の強みを生かした販売活動をより積極的に行うことが可能となります。 

③ 当社の E コマース事業の強化に向けてメリーサイトが培ってきた通信販売のノウハウを

活用することが可能であると考えております。 

 

 

２． 異動の方法 

当社は、佐藤敏髙氏、木村成人氏をはじめとする株式会社メリーサイトの各株主との間で株式

譲渡契約を締結し、同社の発行済株式の全部を取得する方法であります。 
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３．本提携の相手先の概要 

（１） 名称 株式会社メリーサイト （Melly Sighte co., ltd.） 

（２） 所在地 愛知県名古屋市中区栄 4-14-2 久屋パークビル 5 階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 木村 成人 

（４） 事業内容 コンタクトレンズ及びコンタクトレンズケア品の開発・販売。 

    コンタクトレンズ及びコンタクトレンズケア品の OEM 供給 開発提案 

    インターネット販売サイトのデザイン・構築、受注・発送のアウトソーシング 

    日用雑貨品の開発・販売 

    化粧品の販売   

（５） 資本金 134,950 千円   

（６） 設立年月日  平成 24 年 4 月 

（７） 大株主及び持株比率 佐藤 敏髙 33.4% 

    

ジャフコ・スー

パーV3 共有

投資事業有限

責任組合 

33.4% 

    木村 成人 13.4% 

（８） 

上場会社と当該会社との

間の関係 

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 

コスメコンタクトの販売ノウハウ習得のため、平成 25 年 2 月

よりメリーサイトの従業員 1 名を出向者として受け入れてお

ります。 

  

 

取引関係 

当社と当該会社との間で平成 25 年 2 月 15 日に業務提携

を発表しており、相互に一部商品の取り扱いを行っており

ます。 

    

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。 



4 
 

 

（９） 当該会社の最近の経営成績及び財政状態(個別) 

 

(千円) 

    テクノメディカル   メリーサイト 

決算期 平成 22 年 2 月期 平成 23 年 2 月期 平成 24 年 2 月期 平成24年10月期 

純資産 66,796 98,946 214,438 49,341 

総資産 161,602 353,626 769,595 515,050 

1 株当たり純資産（円） 318,081 471,172 1,021,133 2,479.5 

売上高 375,379 630,781 1,981,640 597,773 

営業利益 34,410 52,187 240,887 68,359 

経常利益 30,113 48,555 238,083 67,976 

当期純利益 19,232 33,934 118,641 39,391 

1 株当たり当期純利益（円） 91,585 161,592 564,961 1,979.5 

1 株当たり配当金（円） 8,500 15,000 25,000 100.0 

注 1．メリーサイトは株式会社テクノメディカル（以下テクノメディカル）から営業を継承す

る形で平成 24 年 4 月 5 日に設立されました。現時点でテクノメディカルからの事業継承は完

了しております。 

注 2．平成 22 年 2 月期から平成 24 年 2 月期の決算は、前身であるテクノメディカルの業績。

またメリーサイトの平成 24 年 10 月期の決算は平成 24 年 4 月 5 日～10 月 31 日までの変則決

算であります。 

注 3．上記の数値は監査法人による監査を受けたものではありません。 

 

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 

0 株 

（議決権の数：0個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

(2) 取得株式数 

29,900 株 

（議決権の数：29,900 個） 

(3) 取得価額* 1,085 百万円 

(4) 異動後の所有株式数 

29,900 株 

（議決権の数：29,900 個） 

（議決権所有割合：100.0％） 

*取得価額は、第三者機関の算定価格に基き、両社間で協議の上決定したものであります。 
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5．株式取得の相手先の概要 

(1). 佐藤 敏髙氏（住所：三重県四日市市） 

 当社と当該個人との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係、及びその他特筆すべき 

 関係はありません。 

(2). 木村 成人氏（住所：京都市中京区） 

 当社と当該個人との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係、及びその他特筆すべき 

 関係はありません。 

(3). その他個人株主 7名  

 当社と当該個人との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係、及びその他特筆すべき 

 関係はありません。 

(4). ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責任組合 

（1） 名称 ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責任組合 

（2） 所在地 東京都千代田区大手町一丁目 5番 1 号 

（3） 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合 

（4） 組成目的 国内外の未上場企業への投資 

（5） 組成日 平成 19 年 7 月 27 日 

（6） 出資の総額 1,465 億円 

（7） 

無限責任組合員

の概要 

名称 株式会社 ジャフコ 

所在地 東京都千代田区大手町一丁目 5番 1 号 

代表者の 

取締役社長 豊貴 伸一 

役職・氏名 

事業内容 投資運用業 

資本金 332 億 5,167 万 3,571 円 

(8) 

上場会社と当該

ファンドとの間

の関係 

上場会社と当該ファンド

との間の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファ

ンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、

当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファン

ドの出資者（原出資者を含む。）との間に特筆すべ

き資本関係・人的関係・取引関係はありません。 



6 
 

 

(8) 

上場会社と当該

ファンドとの間

の関係 

上場会社と業務執行組合

員との間の関係 

当社と当該ファンド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、当社並びに当社の関係者及び関係会社

と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファン

ドの業務執行組合員の関係者及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。 

上場会社と国内代理人と

の間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、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

社並びに当社の関係者及び関係会社と当該国内代理

人並びに当該国内代理人の関係者及び関係会社との

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。 

 

 

6．日程 

(1)取締役会決議  平成 25 年 4 月 30 日 

(2)株式譲渡契約締結日 平成 25 年 4 月 30 日 

(3)株券引渡期日  平成 25 年 4 月 30 日 

 

7．役員派遣の件 

メリーサイトの子会社化に伴い、平成 25 年 4 月 30 日付で下記の通り当社より役員を派遣いた

します。派遣予定の役員の詳細は以下の通りです。 

 

氏   名：寺田 正秀（当社専務取締役） 

役職名：取締役（非常勤） 

氏   名：三嶌 信也（当社常務取締役） 

役職名：取締役（非常勤） 

氏   名：鎌形 敬史（当社取締役管理本部長） 

役職名：取締役（非常勤） 

氏   名：豊倉 忠明（当社執行役員営業第 4 部長） 

役職名：取締役（非常勤） 

氏   名：三好 康雄（当社経理部長） 

役職名：監査役 
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8．今後の見通し 

本件により、株式会社メリーサイトは平成 25 年 9 月期第 3 四半期より当社の連結子会社とな

ります。本日同時に公表いたしました「連結決算開始及び連結業績予想、並びに個別業績予想

の修正に関するお知らせ」を併せてご覧下さい。 

 

以上 


