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平成27年5月22日 

各   位 
会 社 名   株式会社日本創発グループ 
代表者名   代表取締役社長 鈴木 隆一 

           （ＪＡＳＤＡＱ・コード：７８１４） 

問合せ先   管理本部長 菊地 克二 
電話番号   03-3807-8411 

 

株式会社サカモトの株式取得に関するお知らせ 

 

当社は、平成27年５月22日開催の取締役会において、株式会社サカモトの株式を取得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．株式の取得の理由 

当社企業グループでは、企業のクリエイティブニーズに対して、オンデマンド印刷、オフセット印刷、サインディスプレイサービス

に加え、付加価値印刷、３ＤＣＧ・映像制作、３Ｄ立体造形出力サービスなど幅広い製品をワンストップで提供することにより、サー

ビスの独自性と競争優位を確保し収益の拡大を図っております。 

株式会社サカモトは、昭和25年1月に創業し、数々のユニークなアイデアを盛り込んだ筆記用具などを開発・製造・販売して来て

おります。時代の変化に対応し、文具だけには留まらず現在では多種多様なエンターテイメント性のある高付加価値商品を企画提案し

販売をしております。 

最近では『ＤＥＣＯチョコ』等オンデマンド印刷を駆使した大ヒット商品も創出してメディアにも大きく取り上げられている企業で

す。その開発力・商品力の高さからＯＥＭの依頼も多く、同社においてはＯＥＭ・オリジナル商品の両面で業績を大きく伸ばしてまい

りました。 

同社が当社の企業グループに加わることにより、事業領域の拡大、また両社が保有する人的資源とノウハウを融合し、当社企業グル

ープの企業価値の一層の向上を図ることを目的にしております。 

 

２．子会社となる会社の概要 

（１） 名称 株式会社サカモト 

（２） 所在地 東京都台東区浅草三丁目２５番９号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 坂本 雅宣 

（４） 事業内容 キャラクタ―文具、ファンシー雑貨、菓子類、各種筆記具の企画・製造・販売 

（５） 資本金 30,000,000円 

（６） 設立年月日 昭和33年10月2日 

（７） 大株主及び株主比率 坂本 雅宣 

坂本 典子 

50.1％ 

23.9％ 

 

（８） 上場会社と当該会社の関係 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。 

（９）当該会社の直近３年間の経営成績及び財政状態 

  平成24年5月期 平成25年5月期 平成26年5月期 

純資産 （千円） 612,968 502,949 383,695 

総資産 （千円） 3,085,879 3,335,867 2,999,330 

１株当たり純資産 （円） 76,621.12 62,868.67 47,961.94 

売上高 （千円） 3,584,895 4,324,514 3,367,969 

営業利益 （千円） 128,763 192,764 △53,463 

経常利益 （千円） 110,140 172,473 △90,753 

当期純利益 （千円） 43,386 △112,873 △119,782 

１株当たり当期純利益 （円） 5,423.37 △14,109.20 △14,972.87 

１株当たり配当金 （円） － － － 
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３．株式取得の相手先の概要 

相手先① 

（１） 氏名 坂本 雅宣 

（２） 住所 東京都台東区 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 

相手先② 

（１） 氏名 坂本 典子 

（２） 住所 東京都台東区 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 

相手先③ 

（１） 氏名 堀部 佳子 

（２） 住所 東京都墨田区 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 

相手先④ 

（１） 氏名 坂本 絵里 

（２） 住所 東京都台東区 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 

相手先⑤ 

（１） 氏名 坂本 恵美子 

（２） 住所 東京都台東区 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 

相手先⑥ 

（１） 氏名 五十川 武裕 

（２） 住所 千葉県市川市 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 

相手先⑦ 

（１） 氏名 伊藤 達夫 

（２） 住所 東京都墨田区 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 

相手先⑧ 

（１） 氏名 五十川 富栄 

（２） 住所 千葉県市川市 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 

相手先⑨ 

（１） 氏名 檜垣 昌子 

（２） 住所 東京都北区 

（３） 上場会社と当該個人の関係 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人なら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。 
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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 所有株式数 －株 （議決権所有割合 －％）  

（２） 取得株式数 所有株式数 7,040株 （議決権所有割合 88.0％）  

（３） 取得価額 取得価額については、売主との合意により非公表とさせていただきます。なお、取得価額

は、株式会社プロジェストを第三者算定機関として、平成 27年１月末時点の時価純資産

額を算定した財務調査報告書を基に合理的な調整上決定しております。 

（４） 異動後の所有株式数 所有株式数 7,040株 （議決権所有割合 88.0％）  

 

５．日程 

（１） 取締役会決議日 平成27年５月22日 

（２） 契 約 締 結 日 平成27年５月22日 

（３） 株式譲渡実行日 平成27年７月１日（予定） 

 

６．今後の見通し 

  本件による当社の平成27年12月期の連結業績への影響につきましては、現在精査中であります。 

 

（参考）当期業績予測（平成27年２月13日付の「平成27年12月期の連結業績予想および配当予想に関するお知らせ」にて公表）及び前

期実績 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期連結業績予想 
（平成27年12月期） 

 
百万円 
32,000 

百万円 
700 

百万円 
300 

百万円 
100 

 当社は、平成27年１月５日に単独株式移転により設立されたため、前期実績はありません。 

以上 


