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平成 27 年 8 月 13 日 

各      位 
 

会 社 名 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 白 岩 直 人

（東証・コード：7172）

問合せ先 執行役員管理本部長 杉 本 健

（ TEL. 03-6804-6805）
 

      
 株式会社日本證券新聞社及び株式会社日本證券新聞リサーチの全株式の取得(子会社化) 

及び新規事業への進出に関するお知らせ 
 

当社は、平成 27 年８月 13 日開催の取締役会において、「株式会社日本證券新聞社」（以下、「NSJ 社」

という。）の全株式及び「株式会社日本證券新聞リサーチ」（以下、「NSJR 社」という。）の全株式を取得

し、当社の子会社とした上で、両社を通じて、新聞・出版関連事業及び広告・ＩＲ支援事業を行ってい

くことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式の取得及び新規事業への進出の理由 

当社グループは、お客様からの支持・信頼を原点とし、当社の提供する金融商品・サービスを通じて、

企業、個人の繁栄に貢献する経営理念のもと、オペレーティング・リース事業、環境関連事業、M&A アド

バイザリー事業、プライベート・エクイティ投資事業を中心に、その他事業をあわせ金融ソリューション

事業を展開し、新規事業への進出など、事業の多角化を図りながら、業績拡大に努めております。 
当社グループでは、更なる業績拡大に向けて、事業の多角化を図るべく、新規事業への進出を検討して

まいりましたが、このたび、NSJ 社及び NSJR 社を子会社化し、両社を通じて、メディア関連事業及び全

国の上場会社へのＩＲ支援事業等へ進出し、グループ全体としての更なる企業価値の拡大を図ることとい

たしました。 

NSJ 社は、新聞事業において、昭和 19 年５月 1 日に特殊法人日本証券取引所(現日本取引所グループ)

の機関紙として創刊された日本で も長い歴史を誇る証券・金融専門紙「日本証券新聞」を発行しており、

独自性のある企画、読者の関心が高い記事の提供に主眼を置き、株式市況、為替市況、商品先物市況等幅

広い投資・金融情報をカバーしております。 

また、出版事業では、長年蓄積されたデータやノウハウに基づき、証券・金融に関する書籍の刊行、投

資に関する解説等を簡潔にまとめた小冊子及びそのデジタルコンテンツの企画、制作、販売を行っており

ますが、同社が展開する新聞・出版事業においては、紙媒体を主力とする日本証券新聞の購読者数の伸び

悩み傾向の中、証券会社・金融商品仲介業者との連携拡大や駅売り店舗網の拡大による販売強化、新しい

ネット版サービス「日本証券新聞 Digital」の提供を開始するとともに、固定費の削減に取り組んできて

おります。 

また、NSJR 社が展開する広告・ＩＲ支援事業においては、平成 26 年 10 月に NSJ 社が会社分割により

NSJR 社を新設し、独立した事業体にすることで機動的な事業運営が可能となる体制を構築し強化を図っ

ております。 
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このような状況の中、当社はウェルス・マネジメント株式会社(所在地:東京都港区、代表者:千野和俊)

が保有する NSJ 社の全株式と併せて保有する NSJR 社の株式全部（議決権の 51％相当分）を取得するこ

とと致しました。 

なお、NSJR 社の発行済株式総数の一部（議決権の 49％相当分）につきましては、ウェルス・マネジメ

ント株式会社の親会社であるあかつきフィナンシャルグループ株式会社が保有しておりますが、同社が保

有する NSJR 社の株式全部につきましても同時に取得させていただくこととなりました。 

当社は金融ソリューション事業を展開する事業会社であり、平成 26 年９月に東京証券取引所マザーズ市

場に上場をしております。当社が持つ地方銀行等や関係諸機関とのネットワークを 大限活用し、金融機

関等向けの様々な金融情報の提供、新聞拡販やオンラインメディア化の強化を図ってまいります。 

また昨今では、日本版スチュアードシップ・コードやコーポーレートガバナンス・コードが施行され、

上場会社の投資家との対話を通じたＩＲ活動の更なる強化が望まれる中、同社の顧客である全国の上場会

社へのＩＲ支援業務等を積極的に展開することを好機と捉えております。 

本株式の取得は、NSJ 社及び NSJR 社の成長を図るとともに、当社グループの企業価値向上に大いに寄

与するものと考えております。 

当社グループは、両社を通じて、メディア関連事業及びＩＲ支援業務等への進出により、既存事業との

相乗効果を図りつつ、更なる業績の拡大・成長を目指してまいります。 

 

２．異動する子会社の概要 

(1)NSJ 社 

（平成 27 年３月 31 日現在） 

（1）名称 株式会社日本證券新聞社 

（2）所在地 東京都中央区日本橋人形町三丁目３番13号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 天野 秀夫 

（4）事業内容 新聞・出版事業、広告事業 

（5）資本金 80,000千円 

（6）設立年月日 平成13年５月15日 

（7）大株主及び持株比率 ウェルス・マネジメント株式会社 100.0％ 

（8）上場会社と当該会社 
との間の関係 

資本関係 該当事項はございません。 
人的関係 該当事項はございません。 
取引関係 該当事項はございません。 
関連当事者への該当状況 該当事項はございません。 

（9）当該会社の 近３年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

純資産（百万円） 103 77 48 
総資産（百万円） 140 124 79 
１株当たり純資産（円） △670.89 498.68 312.68 
売上高（百万円） 359 477 350 
営業利益（百万円） △29 △31 △24 

経常利益（百万円） △29 △31 △23 

当期純利益（百万円） △34 △26 △18 
１株当たり当期純利益(円) △223.66 △172.21 △121.48 

１株当たり配当金（円） - - - 
（注） 1.決算期変更により、平成 25 年３月期は９ヶ月決算であります。 

2.NSJ 社は、平成 26 年 10 月１日付会社分割により NSJR 社を新設し、IR 支援事業及び広告代理事業等を分社化し

ております。 
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(2)NSJR 社 

（平成 27 年３月 31 日現在） 

（1）名称 株式会社日本證券新聞リサーチ 

（2）所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 島根 秀明 

（4）事業内容 広告・ＩＲ事業 

（5）資本金 10,000千円 

（6）設立年月日 平成26年10月１日 

（7）大株主及び持株比率 
ウェルス・マネジメント株式会社 51.0％ 
あかつきフィナンシャルグループ株式会社  49.0％ 

（8）上場会社と当該会社 
との間の関係 

資本関係 該当事項はございません。 
人的関係 該当事項はございません。 
取引関係 該当事項はございません。 
関連当事者への該当状況 該当事項はございません。 

（9）当該会社の 近３年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

純資産（百万円） - - 4 
総資産（百万円） - - 15 
１株当たり純資産（円） - - 23,169.66 
売上高（百万円） - - 33 
営業利益（百万円） - - △5 

経常利益（百万円） - - △5 

当期純利益（百万円） - - △5 
１株当たり当期純利益(円) - - △26,830.33 

１株当たり配当金（円） - - - 
（注）NSJR 社は、平成 26 年 10 月１日付会社分割により設立された為、平成 25 年３月期及び平成 26 年３月期について

は記載しておりません。また平成 27 年３月期の損益項目については、設立後の６か月間（平成 26 年 10 月 1 日～平

成 27 年３月 31 日）の数値を記載しております。 

 

3．本株式取得の相手先の概要         

  （平成 27 年３月 31 日現在、特記している項目を除く） 

（1）名称 ウェルス・マネジメント株式会社 

（2）所在地 東京都中央区日本橋人形町3丁目3番13号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 千野 和俊 

（4）事業内容 不動産金融事業、新聞・出版事業、広告・ＩＲ事業 

（5）資本金 880,010千円 

（6）設立年月日 平成11年12月 

（7）純資産 1,199,855千円（連結） 

（8）総資産 2,286,971千円（連結） 

（9）大株主及び持株比率 キャピタル・エンジン株式会社    42.56％ 

（10）上場会社と 
当該会社の関係 

資本関係 該当事項はございません。 
人的関係 該当事項はございません。 
取引関係 該当事項はございません。 
関連当事者への
該当状況 

該当事項はございません。 
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（平成 27 年３月 31 日現在、特記している項目を除く） 

（1）名称 あかつきフィナンシャルグループ株式会社 

（2）所在地 東京都中央区日本橋小舟町 8番 1号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 島根 秀明 

（4）事業内容 証券関連事業、不動産関連事業、金融情報関連事業 

（5）資本金 3,444,390千円 

（6）設立年月日 昭和25年9月 

（7）純資産 11,101,673千円（連結） 

（8）総資産 26,994,986千円（連結） 

（9）大株主及び持株比率 
特定有価証券信託受託者 ㈱SMBC 信託銀行       13.41％ 

資産管理サービス信託銀行㈱ （信託 E 口）         4.96％ 

資産管理サービス信託銀行㈱ （金銭信託課税口）   4.55％ 

（10）上場会社と 
当該会社の関係 

資本関係 該当事項はございません。 
人的関係 該当事項はございません。 
取引関係 該当事項はございません。 
関連当事者への
該当状況 

該当事項はございません。 

 

 

 (1)NSJ 社 

（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 155,000株 

（3）取得価額 35百万円 

（4）異動後の所有株式数 
155,000株 
（議決権の数：155,000個） 
（議決権所有割合：100.0%） 

 

(2)NSJR 社 

（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 
200株 
内訳:ウェルス・マネジメント株式会社から102株 

   あかつきフィナンシャルグループ株式会社から98株  

（3）取得価額 10百万円 

（4）異動後の所有株式数 
200株 
（議決権の数：200個） 
（議決権所有割合：100.0%） 

 

４．日程 

取締役会決議日     平成 27 年８月 13 日 

譲渡契約締結日     平成 27 年８月 13 日（予定） 

株式譲渡日 平成 27 年９月 １日（予定） 
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５．今後の見通し 

当社の平成 27 年 12 月期における連結業績に与える影響につきましては、売上高が増加する見込みで 
ありますが、現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速

やかに開示いたします。 

（参考） 当期連結業績予想（平成27年7月29日公表分）及び前期連結実績 
（単位：百万円） 

 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月期通期） 2,221 1,045 1,090 655

前期連結実績 

（平成26年12月期通期） 1,049 534 681 423
（注）1.上記の内、当期連結業績予想は平成27年7月29日現在において入手可能な情報に基づき作成し公表したものであります。 

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

2.当期より、案件組成に係る費用の会計処理を変更しているため、前期連結実績の数値については遡及修正後の金額を 

記載しております。 

 
６.本件に関する問合わせ先 

 広報・ＩＲ部 TEL:03-6804-6805 

                                         以  上 


