
1 

 

平成 29年２月２日 

各 位 

会 社 名 グ リ ー 株 式 会 社  

代 表 者 名  代表取締役会長兼社長 田 中  良 和 

（コード番号：3632 東証第一部） 

問 合 せ 先  取締役執行役員常務  秋 山  仁 

（TEL.03-5770-9500） 

株式会社３ミニッツの株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

当社は、平成 29年２月２日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社３ミニッツ（本 社：

東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：細川 潤、以下「３ミニッツ」）の株式を取得し、子会社化す

ることについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．株式取得の理由 

 当社グループは「インターネットを通じて、世界をより良くする。」をミッションに掲げ、ゲー

ム事業に加えて、新たな収益の柱となる事業を育成すべく、インターネット領域におけるプラット

フォーム事業を展開しております。これまで、コマース・ライフスタイル事業として住まい、ヘル

スケアの２つの領域での個人のお客様と事業者を繋ぐプラットフォームサービスと、広告・動画事

業としてスマーフォン向けアドネットワークや動画制作サービスを展開してまいりました。 

 この度子会社となる３ミニッツは、ファッション動画マガジン「MINE BY 3M（マインバイスリー

エム)」、動画マーケティング、インフルエンサーマーケティングならびにプライベートブランド

のプロデュースを手がけるクリエイティブ企業です。国内最大級のインフルエンサーネットワーク

に加え、オリジナル動画コンテンツの企画制作・プロデュース力を有し、月間延べリーチ数7,500

万、月間再生回数１億回（※１）を超えるマーケティング力により、国内外のクライアント企業の

ブランドキャンペーンを数多く支援するなど、事業は急成長を遂げています。中でも、平成27年９

月にサービスを開始した「MINE BY 3M」が、ファッショントレンドに敏感な25歳～34歳の女性を中

心に支持を集め、累計利用者数200万人を突破し、プライベートブランド「eimy istoire」が、初

動売上2,000万円を記録するなど注目されています。 

 平成28年の動画広告市場は、前年対比157%の842億円に達し、特にスマートフォン動画広告の成

長が注目されています。スマートフォンでのユーザーの動画視聴は今後も継続的に増加し、2020年

の動画広告市場は2,309億円に達すると予想されています（※２）。当社グループは、成長著しい

市場に対し、いち早く事業展開に取り組んでまいりました。この度の株式の取得により、当社グル

ープの持つインターネット事業に精通した人材と安定した財務基盤といった経営資源を３ミニッ

ツに投入することで、動画広告市場において更なる成長を実現できると判断し子会社化することを

決議いたしました。 

 

※１ 分散型メディアの数値を含む 
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※２ 出典：株式会社サイバーエージェント「国内動画広告の市場調査」(Copyright © CyberAgent, 

Inc. All Rights Reserved.) 

 

２．異動する子会社（３ミニッツ）の概要  

（１） 名称 株式会社３ミニッツ 

（２） 所在地 東京都渋谷区渋谷１-３-３ ヒューリック青山第二ビル９階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長CEO 細川 潤 

（４） 事業内容 広告事業・メディア事業・コマース事業 

（５） 資本金 421,675千円 

（６） 設立年月日 平成26年９月19日 

（７） 大株主及び持株比率 B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 39.9% 

細川 潤 17.3% 

gumi ventures 2号投資事業有限責任組合 14.5% 

石倉 壱彦 11.6% 

（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） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成27年８月期 平成28年８月期  

純資産 46,135 千円 136,905 千円  

総資産 102,882 千円 367,508 千円  

１株当たり純資産 △128.51 円 △553.70 円  

売上高 60,530 千円 440,470 千円  

営業利益 △174,969 千円 △473,432 千円  

経常利益 △174,949 千円 △473,000 千円  

当期純利益 △175,214 千円 △510,230 千円  

１株当たり当期純利益 △149.54 円 △425.19 円  

１株当たり配当金 －円 －円  

※当該会社の財務諸表を元に数値を記載しております。 

※当該会社の財務諸表は会計監査を経ておりません。 

※当該会社は平成26年９月19日に設立されているため、平成27年８月期分から平成28年８月期の２

期分のみ記載しております。 

 

３． 主な株式取得の相手先の概要 

（１） 名称 B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 

（２） 所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号 

（３） 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業 

有限責任組合 
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（４） 組成目的 シード・アーリーからレイターまで幅広いステージにおける 

国内外のスタートアップへ投資 

（５） 組成日 平成26年６月25 日 

（６） 出資の総額 当該情報は非開示のため記載しておりません。 

（７） 出資者・出資比率・出

資者の概要 
当該情報は非開示のため記載しておりません。 

（８）無限責任組合員の概要 名称 B Dash Ventures 株式会社 

所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号 

代表者の 

役職・氏名 
代表取締役社長 渡邊 洋行 

事業内容 ベンチャーキャピタル事業 

資本金 5,000千円 

（９）上場会社と当該ファンド

との間の関係 

上場会社と当

該ファンドと

の間の関係 

当社は当該ファンドに対して Limited Partner 

として出資をしております。 

上場会社と業

務執行組合員

との間の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と国

内代理人との

間の関係 

該当事項はありません。 

 

（１） 氏名 細川 潤 

（２） 住所 東京都世田谷区 

（３） 上場会社と当該個人の

関係 

当該個人である細川潤氏は今回株式を取得する３ミニッツの代表

取締役社長であります。 

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。 

 

（１） 名称 gumi ventures 2号投資事業有限責任組合 

（２） 所在地 東京都新宿区西新宿４-34-７ 

（３） 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業 

有限責任組合 

（４） 組成目的 主に国内を中心としたモバイルコンテンツ関連企業への投資 

（５） 組成日 平成26年８月21 日 

（６） 出資の総額 20億円 

（７） 出資者・出資比率・出

資者の概要 

GP（無限責任組合員）出資：株式会社 gumi ventures、新生企業

投資株式会社 
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（８）無限責任組合員の概要 名称 株式会社gumi ventures 

所在地 東京都新宿区西新宿４-34-７ 

代表者の 

役職・氏名 
代表取締役 川本 寛之 

事業内容 ベンチャーキャピタル事業 

資本金 416,000千円 

名称 新生企業投資株式会社 

所在地 東京都千代田区大手町１-９-７ 

代表者の 

役職・氏名 
代表取締役社長 松原一平 

事業内容 投資事業 

資本金 50,000千円 

（９）上場会社と当該ファンド

との間の関係 

上場会社と当

該ファンドと

の間の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と業

務執行組合員

との間の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と国

内代理人との

間の関係 

該当事項はありません。 

 

（１） 氏名 石倉 壱彦 

（２） 住所 東京都江東区 

（３） 上場会社と当該個人の

関係 

当該個人である石倉壱彦氏は今回株式を取得する３ミニッツの取

締役であります。 

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。 

※上記のほか、ファンド・法人３社、個人７名から株式を取得する予定です。当該会社および個人

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。 

 

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） 異動前の所有株式数 ０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：０%） 

（２） 取得株式数 2,955,493株 

（議決権の数：2,955,493個） 

（３） 取得価額 ３ミニッツ株式及びアドバイザリー費用等（概算額） 
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43億円 

（４） 異動後の所有株式数 2,955,493株 

（議決権の数：2,955,493個） 

（議決権所有割合：100%） 

※なお、業績連動型のアーンアウト方式を採用しており、３ミニッツの今後３年度の決算数値に応

じて、上記に加えた追加代金が発生する可能性があります。 

 

５．日 程 

（１） 取締役会決議日 平成29年２月２日 

（２） 契約締結日 平成29年２月２日 

（３） 株式譲渡実行日 平成29年２月９日（予定） 

 

６．今後の見通し 

本株式取得が当社グループの業績に与える影響については、軽微です。なお、業績予想について

は本日公表の「平成 29年６月期第２四半期決算短信」をご参照ください。 

 

 

以 上 


