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株式会社 IKEZOE の株式取得（子会社化） 

及び当該会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ 
 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社 IKEZOE（以下、「IKEZOE」）の株

式取得及び当該会社の第三者割当増資を引受け、子会社化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. 株式取得及び第三者割当増資引受の理由 

 当社グループは、かねてより「暮らし」に関わる様々なサービスのプラットフォームとなるべく、各

種事業を展開してまいりました。 

IKEZOE は、平成 26年６月に設立され、アメリカ合衆国コロラド州デンバーに本社を置く世界最大級

の取扱高を誇る不動産フランチャイズチェーンである RE/MAX（リマックス）（※１）の日本における総

代理店 RE/MAX JAPAN として、リージョン（※２）の販売権及びリージョナルオーナーの管理や教育

を行う権利を有しております。 

当社グループが RE/MAX ブランドを日本国内に広めることにより、現在当社グループにて取り組んで

いる不動産すなわち「暮らし」に関わる様々なサービスの販路拡大に寄与するものと考え、IKEZOE を

子会社化することといたしました。 

 

２. 異動の方法 

 当社は、平成 28年２月２日付で、IKEZOEの発行済株式 400株全てを既存株主より取得する予定です。

また、同日を割当日とする第三者割当増資において 1,600株を引き受ける予定です。これにより、当社

は IKEZOE の全株式 2,000株を保有することとなり、同社は当社の連結子会社（特定子会社）となる予

定です。 

なお、IKEZOE は平成 28年２月２日付で株式会社 kidding へ社名を変更する予定です。 

 



３. 異動する子会社（IKEZOE）の概要 

商号 株式会社 IKEZOE 

所在地 東京都千代田区麹町三丁目３番地４ 

代表者の役職・氏名 代表取締役 中宮 亜紀子 

事業内容 不動産フランチャイズ事業の運営・コンサルタント業 等 

資本金 20,000,000円 

設立年月日 平成 26年６月４日 

大株主及び持株比率 
本岡 一也 50.00% 

GENERATION CAPITAL LIMITED 50.00% 

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。 

当該会社の直近の経営成績及び財政状態 

 平成 27年６月期 

純資産 △34,081千円 

総資産 39,380千円 

１株当たり純資産 △85,202.98円 

売上高 73,062千円 

営業利益 △40,536千円 

経常利益 △46,968千円 

当期純利益 △54,081千円 

１株当たり当期純利益 △135,202.98円 

１株当たり配当金 - 

 

４. 株式取得の相手先の概要 

氏名 本岡 一也 

住所 大阪府箕面市 

上場会社と当該個人の関係 資本関係、人的関係、取引関係共に該当事項はございません。 

 

商号 GENERATION CAPITAL LIMITED 

所在地 
902 WILSON HOUSE 19-27 WYNDHAM STREET CENTRAL, 

HONG KONG 

代表者の役職・氏名 Jonathan Coleman 

事業内容 投資運用業 

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。 



 

５. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数の状況 

異動前の所有株式数 

0株 

（議決権の数：0個） 

（当社保有株式に占める割合：0.00%） 

譲受による取得株式数 

400株 

（議決権の数：400個） 

（当社保有株式に占める割合：20.00%） 

第三者割当増資引受による 

取得株式数 

1,600株 

（議決権の数：1,600個） 

（当社保有株式に占める割合：80.00%） 

取得価額 

100,000,000円 

※なお、上記 100,000,000円には、株式の譲渡代金と、募集株式の

払込金額が含まれています。 

異動後の所有株式数 

2,000株 

（議決権の数：2,000個） 

（当社保有株式に占める割合：100.00%） 

 

６. 日程 

取締役会決議日 平成 28年１月 29日 

第三者割当増資引受申込日 

及び株式譲渡契約締結日 
平成 28年１月 29日 

第三者割当増資払込及び株式取得日 平成 28年２月２日（予定） 

 

７. 今後の見通し 

 本株式取得による平成 28年 11月期の当社連結業績への影響は現在精査中であり、重要な影響を与え

る見込みが生じた場合には、確定後速やかに開示する予定であります。 

 

（参考） 

 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 28年 11月期） 
3,857百万円 425百万円 406百万円 266百万円 

前期連結実績 

（平成 27年 11月期） 
3,583百万円 596百万円 569百万円 212百万円 

 

 

 

 



（※１）RE/MAX 

世界約 100カ国、約 10万人がエージェントとして登録し、 

年間 146万件以上の不動産取引がなされ、世界最大級の取引高を誇る 

グローバルな不動産フランチャイズネットワーク。 

2013年ニューヨーク証券取引所に上場（NYSE:RMAX）。 

商号 RE/MAX,LLC 

所在地 5075 S.Syracuse St. Denver, Colorado 80237 

設立 1973年 

名前の由来 「Real Estate Maximum（不動産価値の最大化）」 

創業者兼会長 Dave Liniger 

RE/MAX MISSION 

To be the worldwide real estate leader,  

achieving our goals by helping others achieve theirs. Everybody wins. 

 (私たちの使命は皆を成功させることで世界の不動産リーダーになること！

Everybody wins.) 

 

（※２） リージョン（リージョナルオーナー） 

RE/MAX JAPAN が定める、フランチャイザーがフランチャイズ展開をする特定の地域（エリア）の

こと。当該エリアにおけるフランチャイズ展開をするための権利・機能を有する者を、リージョナルオ

ーナーという。 

以 上 


