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平成 27 年４月２日 

各      位 

会社名      株式会社 ク レ オ 

代表者名 代表取締役社長 阿南 祐治  

（JASDAQ・コード９６９８）  

問合せ先  執行役員財経管理室長  雨田 高志  

TEL０３－５７６９－３６４０  

 

 

（訂正）「子会社の異動を伴う株式の譲渡及び特別利益の発生に関するお知らせ」 

の一部訂正について 

 

 平成 27 年３月 31 日に開示いたしました「子会社の異動を伴う株式の譲渡及び特別利益の発生に

関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

１．訂正の理由 

 ACA Investments Pte. Ltd.はＡＣＡ株式会社の株式を 100％保有する親会社であり、本件は 

ＡＣＡ株式会社が ACA Investments Pte. Ltd.の代理として進めておりました。そのため、本来的

な交渉相手は ACA Investments Pte. Ltd.となるため、株式譲渡の交渉先名称を訂正いたしました。 

 また、株式会社ＦＰＪにおいて代表者の変更等が実施されており、平成 27 年３月 31 日時点での

事実と異なるため、株式会社ＦＰＪの代表者名等も訂正いたしました。 

 

２．訂正内容  ※訂正箇所には下線を付しております。 

（２ページ） 

＜訂正前（誤）＞ 

１．株式の譲渡の理由 

 この決定を受け、BtoC ビジネスを主とする筆まめの株式売却先を検討しておりましたところ、

投資ファンドの運営などを主な事業とするＡＣＡ株式会社が交渉先となり、最終的には、ＡＣＡ株

式会社のパートナーが設立した、ＳＰＣ（特別目的会社）であるＦＰＪに筆まめの全株式を譲渡す

ることを決定いたしました。 

 

＜訂正後（正）＞ 

１．株式の譲渡の理由 

 この決定を受け、BtoC ビジネスを主とする筆まめの株式売却先を検討しておりましたところ、

投資ファンドの運営などを主な事業とする ACA Investments Pte. Ltd.が交渉先となり、最終的に

は、ACA Investments Pte. Ltd.のパートナーが設立した、ＳＰＣ（特別目的会社）であるＦＰＪ

に筆まめの全株式を譲渡することを決定いたしました。 
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（２～３ページ） 

＜訂正前（誤）＞ 

３．株式譲渡の交渉先の概要 

（１）名称 ＡＣＡ株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区平河町二丁目 16 番 15 号 北野アームス 10 階 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 東 明浩 

（４）事業内容 ・上場株式及び非上場株式に対する投資ファンドの運営 

・業界特化型投資ファンド等の運営 

・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務等の投資周辺事業 

（５）資本金 189 百万円 

（６）設立年月日 平成 17 年４月１日 

（７）純資産 1,242 百万円 （平成 26 年 12 月 31 日現在） 

（８）総資産 1,816 百万円 （平成 26 年 12 月 31 日現在） 

（９）大株主及び持株比率 ACA Investments Pte. Ltd. 

※平成 27 年 3 月 31 日現在 

100.00 ％

（10）上場会社と 

   当該会社の関係等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 該当事項はありません。 

 

＜訂正後（正）＞ 

３．株式譲渡の交渉先の概要 

（１）名称 ACA Investments Pte. Ltd. 

（２）所在地 8 TEMASEK BOULEVARD #34-02 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE 038988

（３）代表者の役職・氏名 Managing Director Ataru Onuma 

（４）事業内容 ・上場株式及び非上場株式に対する投資ファンドの運営 

（５）資本金 1,142 百万円 

（６）設立年月日 平成 20 年 6 月 10 日 

（７）純資産 1,663 百万円 （平成 27 年 2 月 28 日現在） 

（８）総資産 1,755 百万円 （平成 27 年 2 月 28 日現在） 

（９）大株主及び持株比率 ACA Partners Pte. Ltd. 

住友商事株式会社 

※平成 27 年 3 月 31 日現在 

57.44 ％ 

39.43 ％ 

 

（10）上場会社と 

   当該会社の関係等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 該当事項はありません。 
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（３ページ） 

＜訂正前（誤）＞ 

４．株式譲渡の相手先の概要 

（１）名称 株式会社ＦＰＪ 

（２）所在地 東京都千代田区平河町二丁目 16 番 15 号 北野アームス 10 階 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 竹内 計賀 

（４）事業内容 有価証券の取得、保有及び処分その他 

（５）資本金 350 千円 

（６）設立年月日 平成 27 年 3 月 19 日 

（７）純資産 350 千円（平成 27 月 3 月 31 日現在） 

（８）総資産 350 千円（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（９）大株主及び持株比率 竹内 計賀 

※平成 27 年 3 月 31 日現在 

100.00 ％

（10）上場会社と 

   当該会社の関係等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 該当事項はありません。 

なお、平成 27 年 4 月 20 日に予定されている本件譲渡にかかる決済日には ACA Investments Pte. Ltd

の子会社である ACA FPJ Investment Ltd.が運用する ACA FPJ Strategic Fund LP が大株主となります。 

 

＜訂正後（正）＞ 

４．株式譲渡の相手先の概要 

（１）名称 株式会社ＦＰＪ 

（２）所在地 東京都千代田区平河町二丁目 16 番 15 号 北野アームス 10 階 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 土谷 裕三郎 

（４）事業内容 有価証券の取得、保有及び処分その他 

（５）資本金 350 千円 

（６）設立年月日 平成 27 年 3 月 19 日 

（７）純資産 350 千円（平成 27 月 3 月 31 日現在） 

（８）総資産 350 千円（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（９）大株主及び持株比率 土谷 裕三郎 

※平成 27 年 3 月 31 日現在 

100.00 ％

（10）上場会社と 

   当該会社の関係等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 該当事項はありません。 

なお、平成 27 年 4 月 20 日に予定されている本件譲渡にかかる決済日には ACA Investments Pte. Ltd.

の子会社である ACA FPJ Investment Ltd.が運用する ACA FPJ Strategic Investment Fund LP が大株

主となります。 

以 上 


