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連結子会社（孫会社）の異動（株式譲渡）及び特別損失の計上に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社であるアプリックス出版ホールディングス株式会社（以

下「出版ホールディングス」）が保有するアプリックスＩＰパブリッシング株式会社（以下「AIPP」）、フレッ

クスコミックス株式会社（以下「FC」）及び株式会社ほるぷ出版（以下「ほるぷ出版」）の全株式について、譲

渡（以下「本株式譲渡」）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、本株式譲渡に伴い、当社グループの連結業績において特別損失を計上することとなりましたので、併せ

てお知らせいたします。 

なお、本株式譲渡に伴い、AIPP、FC及びほるぷ出版は当社グループの連結範囲より除外される予定です。 

 

記 

 

I. 連結子会社の株式譲渡について 

１． 株式譲渡の理由 

 当社では、平成 28 年９月 23 日付「子会社３社の共同株式移転による中間持株会社設立に関するお知らせ」 

で発表したとおり、中核事業である IoT ソリューション事業が立ち上がってきていることから、来期（平成

29 年 12 月期）の黒字化も視野に、非中核事業である出版事業の切り離しの検討を進めてまいりました。 

本日、多数の譲渡先候補の提案の中から、電子書籍ストア事業と電子配信プラットフォーム事業を運営す

る株式会社 BookLive及びハリー・ポッター等の刊行元である株式会社静山社の親会社である株式会社フェニ

ックス・ホールディングスに対して、本株式の譲渡を行うことを決定いたしました。本株式譲渡により、当

社グループとしては株式の希薄化を招くことなく中核事業の IoT ソリューション事業を推進していくための

資金を調達し、経営資源をすべて中核事業に注力できるようになると判断したことから、当社グループが保

有する AIPP、FC及びほるぷ出版の全株式について、AIPP及び FC については株式会社 BookLive、またほるぷ

出版については株式会社フェニックス・ホールディングスに譲渡することといたしました。 

なお、出版事業の中間持株会社であった出版ホールディングスにつきましては、子会社移管が完了でき次

第、会社を清算する方針です。 

 

２． 株式を譲渡する連結子会社の概要 

（１）名称 アプリックス出版ホールディングス株式会社 

（２）所在地 東京都新宿区西早稲田二丁目 20 番９号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 長橋 賢吾 

（４）事業内容 出版事業３社の経営戦略策定及びそれに附帯する事業 

（５）資本金 10 百万円 

（６）設立年月日 平成 28年 10月３日 

（７）大株主及び持分比率 アプリックスＩＰホールディング株式会社 100％ 

（８）上場会社と当該会社

との間の関係 

資本関係 当社は当該連結子会社の発行済株式の 100％を所有して

おります。 
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人的関係 当社の取締役１名が当該連結子会社の代表取締役を兼

務しております。また、当社の監査役１名が当該連結子

会社の監査役を兼務しております。 

取引関係 当社は、当該連結子会社に対し経営指導・管理に係る役

務提供等を行っております。 

 

（９）当該会社の経営成績及び財政状態 

当該会社は平成 28 年 10 月３日に設立されたため、直近の決算期末である平成 28 年 12 月末現在（平

成 28 年 12月期）における経営成績及び財政状態のみ記載しております。 

決算期 平成 28年 12月 

純資産 742.668千円 

総資産 742.891千円 

１株あたり純資産 1842.15円 

売上高 － 

営業利益 △173 千円 

経常利益 △173 千円 

当期純利益 △221 千円 

１株当たり当期純利益 △0.42円 

１株当たり配当金 －円 

 

３． 異動する連結子会社（孫会社）の概要 

【アプリックスＩＰパブリッシング株式会社】                      

（１） 名称 アプリックスＩＰパブリッシング株式会社 

（２） 所在地 東京都新宿区西早稲田二丁目 20 番９号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 長橋 賢吾 

（４） 事業内容 出版事業 

（５） 資本金 50 百万円 

（６） 設立年月日 平成 28年１月４日 

（７） 大株主及び持分比率 アプリックス出版ホールディング株式会社（当社連結子会社） 100％ 

（８） 上場会社と当該会

社との間の関係 

資本関係 当社の 100％子会社である出版ホールディングスが当該

会社の発行済株式の 100％を所有しております。 

人的関係 当社の取締役１名が当該会社の代表取締役を兼務して

おります。また、当社の監査役１名が当該会社の監査役

を兼務しております。 

取引関係 当社は、当該会社に対し経営指導・管理に係る役務提供

等を行っております。 

 

（９）当該会社の経営成績及び財政状態 

当該会社は平成 28 年１月４日に設立されたため、直近の決算期末である平成 28 年 12月末現在（平成

28年 12月期）における経営成績及び財政状態のみ記載しております。 

決算期 平成 28年 12月 

純資産 260,066千円 

総資産 438,160千円 

１株あたり純資産 266,066.74円 

売上高 489,352千円 
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営業利益 15,032千円 

経常利益 15,034千円 

当期純利益 14,765千円 

１株当たり当期純利益 14,765.00円 

１株当たり配当金 －円 

 

【フレックスコミックス株式会社】 

（１）名称 フレックスコミックス株式会社 

（２）所在地 東京都新宿区西早稲田二丁目 20 番９号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 長橋 賢吾 

（４）事業内容 出版事業 

（５）資本金 100百万円 

（６）設立年月日 平成 18年 10 月２日 

（７）大株主及び持分比率 アプリックス出版ホールディングス株式会社（当社連結子会社） 100％ 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 当社の 100％子会社である出版ホールディングスが当該

会社の発行済株式の 100％を所有しております。 

人的関係 当社の取締役１名が当該会社の代表取締役を兼務して

おります。また、当社の監査役１名が当該会社の監査役

を兼務しております。 

取引関係 当社は、当該会社に対し経営指導・管理に係る役務提供

等を行っております。 

（９）最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 26年 12月期 平成 27年 12月期 平成 28年 12月期 

純資産 55,785千円 57,643千円 56,565千円 

総資産 210,811千円 271,351千円 231,249千円 

１株あたり純資産 4,420.79円 4,567.98円 4,403.32円 

売上高 482,364千円 534,822千円 453,933千円 

営業利益 37,518千円 2,655千円 △804千円 

経常利益 37,552千円 2,673千円 △787千円 

当期純利益 37,262千円 1,857千円 △1,077千円 

１株当たり当期純利益 2,952.86円 147.19円 △85.41円 

１株当たり配当金 － － － 

 

【株式会社ほるぷ出版】 

（１）名称 株式会社ほるぷ出版 

（２）所在地 東京都新宿区西早稲田二丁目 20 番９号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 高橋 信幸 

（４）事業内容 出版事業 

（５）資本金 84 百万円 

（６）設立年月日 平成 22年４月１日 

（７）大株主及び持分比率 アプリックス出版ホールディングス株式会社（当社連結子会社） 100％ 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 当社の 100％子会社である出版ホールディングスが当該

会社の発行済株式の 100％を所有しております。 

人的関係 当社の取締役２名が当該会社の取締役を兼務しており
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ます。また、当社の監査役１名が当該会社の監査役を兼

務しております。 

取引関係 当社は、当該会社に対し経営指導・管理に係る役務提供

等を行っております。 

（９）最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 26年 12月期 平成 27年 12月期 平成 28年 12月期 

純資産 490,688千円 479,722千円 479,944千円 

総資産 1,001,696千円 1,093,316千円 984,461千円 

１株あたり純資産 3,193.85円 3,122.80円 3,123.92円 

売上高 1,051,999千円 1,174,715千円 992,012千円 

営業利益 27,483千円 △13,327千円 21,229千円 

経常利益 25,934千円 △14,988千円 19,296千円 

当期純利益 13,507千円 △10,915千円 171千円 

１株当たり当期純利益 87.91円 △71.04円 1.11円 

１株当たり配当金 － － － 

 

４． 株式譲渡の相手先の概要 

 【株式会社 BookLive】 

（１） 名称 株式会社 BookLive 

（２） 所在地 東京都港区芝浦 3-19-26 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  淡野 正 

（４） 事業内容 電子書籍ストア事業及び、電子書籍配信プラットフォーム事業 

（５） 設立年月日 平成 23年１月 28日 

（６） 資本金 4,881,175千円 

（７） 純資産（単体） 567百万円 

（８） 総資産（単体） 3,521 百万円 

（９） 大株主及び持株比率 譲渡先の要請により非開示としております 

（１０） 上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

資本関係はありません。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

人的関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

取引関係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。

また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関

連当事者には該当しません。 
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【株式会社フェニックス・ホールディングス】 

（１） 名称 株式会社フェニックス・ホールディングス 

（２） 所在地 東京都千代田区九段北一丁目 15 番 15号瑞鳥ビル 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 佐々木 芳典 

（４） 事業内容 通訳・翻訳の請負並びにイベント企画・運営業務等 

（５） 設立年月日 平成 16年 12月 24 日 

（６） 資本金 10,000千円 

（７） 純資産（単体） 10,061,333千円（平成 28年 10 月 31日現在） 

（８） 総資産（単体） 10,086,000千円（平成 28年 10 月 31日現在） 

（９） 大株主及び持株比率 譲渡先の要請により非開示としております 

（１０） 上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

資本関係はありません。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

人的関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

取引関係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。

また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関

連当事者には該当しません。 

 

 

５． 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

 【アプリックスＩＰパブリッシング株式会社】 

（１） 譲渡前の所有株式数 1,000 株 

（議決権の数：1,000個） 

（所有割合 ：100％） 

（２） 譲渡株式数 1,000 株 

（議決権の数：1,000個） 

（所有割合 ：100％） 

（譲渡価額 ：160 百万円） 

（３） 譲渡後の所有株式数 ０株 

（議決権の数：０個） 

（所有割合 ：０％） 

 

【フレックスコミックス株式会社】 

（１）譲渡前の所有株式数 12,619株 

（議決権の数：12,619 個） 

（所有割合 ：100％） 

（２）譲渡株式数 12,619株 
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（議決権の数：12,619 個） 

（所有割合 ：100％） 

（譲渡価額 ：39百万円） 

（３）譲渡後の所有株式数 ０株 

（議決権の数：０個） 

（所有割合 ：０％） 

 

 

 

【株式会社ほるぷ出版】 

（１）譲渡前の所有株式数 153,635株 

（議決権の数：153,635個） 

（所有割合 ：100％） 

（２）譲渡株式数 153,635株 

（議決権の数：153,635個） 

（所有割合 ：100％） 

（譲渡価額 200百万円） 

（３）譲渡後の所有株式数 ０株 

（議決権の数：０個） 

（所有割合 ：０％） 

 

６． 株式譲渡の日程 

（１） 取締役会決議日 平成 29年２月 23日 

（２） 株式譲渡契約締結日 平成 29年２月 23日 

（３） 株式譲渡日 平成 29年３月 31日（予定） 

 

II. 特別損失の計上 

 本株式譲渡により、平成29年12月期第１四半期連結決算において、関係会社株式売却損として連結で約３億円、

及び個別で５億円を特別損失として計上することを見込んでおりますが、精査中であり、今後の状況によっては

金額が変動する可能性があることから、確定次第速やかにお知らせいたします。 

 

III. 今後の見通し 

本株式譲渡については、本日別途開示いたしました「平成29年12月期通期連結業績予想の公表に関するお知ら

せ」において公表いたしました平成29年12月期通期連結業績予想に反映しております。 

 

 

以 上 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 29年２月 23日公表分）及び前期連結実績 

（単位：百万円） 

 
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に帰属 

する当期純利益 

当期連結業績予想※ 

（平成29年12月期） 
1,054 12 － － 

前期連結実績 

（平成28年12月期） 
1,526 △929 △929 △985 
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本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。 

よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。 

※※平成 29 年 12月期連結業績予想の内容につきましては、本日平成 29年２月 23 日に開示いたしました「平

成 29 年 12月期通期連結業績予想の公表に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

※IoT 関連事業の海外における売上高の増加が見込まれる中、為替差損益を合理的に予測することは容易で

はない等の理由により、平成 29 年 12 月期の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益につきましては

開示を控えさせていただいております。また、急拡大する市場の速度を合理的に予測するのは容易ではなく、

第２四半期連結業績予想につきましても開示を控えさせていただいております。 

 

 


