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平成 29 年１月 26 日 

 

各      位 
 

会 社 名 株式会社フルキャストホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長ＣＥＯ 坂 巻 一 樹 

（コード番号 ４８４８  東証第一部） 

問い合わせ先 経理財務部長  朝 武 康 臣 

電 話 番 号 ０３－４５３０－４８３０ 

 
 

持分法適用関連会社の異動（連結子会社化）及び新たな事業の開始に関するお知らせ 

 
当社は、平成29年１月26日開催の取締役会において、株式会社エフプレインの株式を取得し、連結子

会社化すること及び新たな事業を開始することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

1. 株式を取得する理由及び事業開始の趣旨 

株式会社エフプレインは、当社グループにおいて持分法適用関連会社として、コールセンタ

ー事業を中心とする営業支援領域において、高い営業ノウハウを保有している会社であります。   

同社が主業としているコールセンター事業は、当社グループの主業である短期業務支援事業

における人材サービスや BPO 関連サービスとの親和性が高く、同社を当社グループの連結子会

社とすることにより、強固な資本関係のもと今後の成長戦略の強化、双方の経営資源の円滑な

相互活用、一層の経営基盤の安定化及び今後の収益拡大を目指すことが可能となると判断いた

しました。 

両社が保有する顧客基盤やサービス、ノウハウ等の事業資産を有効活用することにより、こ

れまで以上に付加価値の高いサービスの提供による両社の企業価値の向上を目指してしてまい

ります。 

 

2. 株式会社エフプレインの概要及び新たな事業の内容 

名称 株式会社エフプレイン 

所在地 東京都港区西麻布３－20－16 

代表者の役職･氏名 代表取締役社長 平野 岳史 

事業内容 コールセンター事業など 

資本金 681 百万円 

設立年月日 平成 18 年６月１日 

大株主及び持株比率 株式会社ヒラノ・アソシエイツ（持株比率 27.7％） 

当社と当該会社の関係 資本関係 株式を 23.8％保有しております。 

人的関係 当該会社代表取締役が当社取締役を兼務

しております。当該会社社外監査役が当

社監査等委員である取締役を兼務してお

ります。 

取引関係 重要な取引関係はありません。 

当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成 26 年９月期 平成 27 年９月期 平成 28 年９月期

純資産 1,651 百万円 1,306 百万円 1,416 百万円
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総資産 2,266 百万円 1,785 百万円 2,498 百万円

１株あたり純資産 468,689 円 370,846 円 402,010 円

売上高 3,736 百万円 2,764 百万円 2,337 百万円

営業利益 307 百万円 24 百万円 22 百万円

経常利益 309 百万円 48 百万円 32 百万円

当期純利益 289 百万円 △329 百万円 53 百万円

１株あたり当期純利益 82,166 円 △93,368 円 14,972 円

１株あたり配当金 －円 －円 －円

 

 

3. 株式取得の相手先の概要 

 

名称 株式会社ヒラノ・アソシエイツ 

所在地 東京都渋谷区道玄坂１－15－３ 

代表者の役職･氏名 代表取締役 平野 美樹 

事業内容 不動産業 

資本金 10 百万円 

設立年月日 平成 13 年 11 月 13 日 

当社と当該会社の関係 資本関係 当社株式を 33.3％保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 重要な取引関係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

当社大株主のため関連当事者に該当しま

す。 

 

 

名称 株式会社ビート 

所在地 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－23－２ 

代表者の役職･氏名 代表取締役 石川 敬啓 

事業内容 業務請負、人材派遣事業等 

資本金 50 百万円 

設立年月日 平成 12 年２月 15 日 

純資産 424 百万円 

総資産 1,700 百万円 

大株主及び持株比率 石川 敬啓（持株比率 65.5％） 

当社と当該会社の関係 資本関係 当社が株式を 30.0％保有しております。 

人的関係 当該会社代表取締役が当社取締役を兼務し

ております。 

取引関係 重要な取引関係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

当社取締役のため、関連当事者に該当しま

す。 

 

 

名称 ＳＢＩイノベーションファンド１号 

所在地 東京都港区六本木１－６－１ 

設立根拠等 民法 667 条に基づく組合 

業務執行組合員の概要 名称 ＳＢＩインベストメント株式会社 

所在地 東京都港区六本木１－６－１ 

代表者の役

職・氏名 

代表取締役 川島 克哉 
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事業内容 ベンチャーキャピタルファンド等の運用･管

理 

資本金 50 百万円 

当社と当該ファンドとの

間の関係 

当社と当該

ファンドと

の関係 

当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。 

当社と業務

執行組合員

との関係 

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。 

 

 

氏名 平野 岳史 

住所 東京都世田谷区 

当社と当該個人の関係 当社取締役であり、関連当事者に該当します。 

 

 

4. 取得株式数、取得前後の所有株式の状況 

異動前の所有株式数 839 株 

（議決権の数：839 個） 

（議決権所有割合：23.8％） 

取得株式数 1,916 株 

（議決権の数：1,916 個） 

取得価額 株式会社エフプレインの普通株式      1,198百万円

アドバイザリー費用等（概算額）        ６百万円

合計（概算額）                           1,204 百万円

異動後の所有株式数 2,755 株 

（議決権の数：2,755 個） 

（議決権所有割合：78.2％） 
  ※ 取得価格は独立した第三者機関による株式価値評価額（ＤＣＦ法）の範囲内において、類似会社比準法を 

補完的に用いて合理的に決定し、当社取締役会において公正かつ妥当であると判断しております。 

 

5. 日程 

取締役会決議日 平成 29 年１月 26 日 

契約締結日 平成 29 年１月 26 日 

株式譲渡実行日 平成 29 年１月 26 日 
※ＳＢＩイノベーションファンド１号に関しては、株式譲渡実行日が１月 31 日になります。 

 

6. 今後の見通し 

本件が当社の連結業績に与える具体的な影響については、判明次第、速やかにお知らせい

たします。 

 

以  上 


