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平成29年７月28日 

各   位 
会 社 名   株式会社日本創発グループ 
代表者名   代表取締役社長 藤田 一郎 

    （ＪＡＳＤＡＱ・コード：７８１４） 

問合せ先   取締役管理本部長 菊地 克二 
電話番号   03-3807-8411 

 

株式会社エヌビー社及びフォロン株式会社の株式取得に関するお知らせ 

 

当社は、平成29年７月28日開催の取締役会において、株式会社エヌビー社（以下、「エヌビー社」といいます。）及びフォロン株式会社

（以下、「フォロン」といいます。）の株式を取得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．株式の取得の理由 

エヌビー社は、昭和24年に紙製品卸売業として創業以来、流通業として事業を拡大させ、昭和59年より便箋、封筒、金封やシール

など、オリジナルデザインの紙文具を中心に製造・販売を行うメーカーして事業を発展させました。現在では、独自の企画アイデアと

オリジナルデザインにより、高級感のある製品や面白みのある製品など、あらたまった場面でのご使用はもちろんのこと、日常のちょ

っとした場面での気持ちを伝えるのに最適な製品をブランド化し、シリーズとして多数取り揃え、商社または小売店への販売を行って

おります。 

フォロンは、エヌビー社とは別ブランドによる商材及び販路を広げることを目的として、昭和62年に設立されました。 

また、両社で定期的に新製品の発表会を開催することで、事業を拡大させてきました。 

一方、当社企業グループは、クリエイティブサービスを事業とし、お客様が創造性（クリエイティブ）を表現するために必要である

多様なソリューションを提供するため、「クリエイティブをサポートする企業集団」として、幅広いビジネスを積極的に展開、推進し

ており、汎用的な一般情報用紙への印刷にとどまらずに、特殊素材・立体物への印刷に加え、多岐にわたる「カタチあるモノ」、例え

ばノベルティ・フィギュア・3Dプリンター造形など、またデジタルコンテンツなどのソリューションの提供を行っております。  

当社企業グループにエヌビー社及びフォロンが加わることで、当社企業グループの商品ラインナップの充実と、製品の企画・製造に

関して、グループ企業間のシナジー効果も期待でき、エヌビー社、フォロン及び当社企業グループの企業価値向上が図れるものと考え

ております。 

なお、フォロンの資本金が、当社の資本金の10％以上であるため同社は当社の特定子会社に該当いたします。 

２．異動する子会社の概要 

① エヌビー社 
（１） 名称 株式会社エヌビー社 

（２） 所在地 東京都台東区寿一丁目13番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 大井 潤一郎 

（４） 事業内容 便箋、封筒、金封やシール、オリジナルデザイン紙文具の製造・販売 

（５） 資本金 22百万円 

（６） 設立年月日 昭和33年８月１日 

（７） 大株主及び株主比率 大井 潤一郎 82.00%  

  大井 京子 8.89%  

（８） 上場会社と当該会社の関係 資本関係 記載すべき事項はありません。 

人的関係 記載すべき事項はありません。 

取引関係 記載すべき事項はありません。 

（９）当該会社の直近３年間の経営成績及び財政状態 

  平成26年６月期 平成27年６月期 平成28年６月期 

総資産 （百万円） 579 580 585 

純資産 （百万円） 363 354 370 

１株当たり純資産 （円） 8,088.01 7,887.93 8,229.05 

売上高 （百万円） 536 527 528 

営業利益 （百万円） 22 15 14 

経常利益 （百万円） 27 20 20 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） 9 △9 15 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） （円） 219.88 △200.07 341.11 

１株当たり配当金 （円） － － － 
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② フォロン 
（１） 名称 フォロン株式会社 

（２） 所在地 東京都世田谷区大原一丁目46番７号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 大井 潤一郎 

（４） 事業内容 便箋、封筒、金封やシール、オリジナルデザイン紙文具の製造・販売 

（５） 資本金 50百万円 

（６） 設立年月日 昭和62年６月22日 

（７） 大株主及び株主比率 大井 潤一郎 73.50%  

  寺嶋 幸絵 15.50%  

  大井 京子 11.00%  

（８） 上場会社と当該会社の関係 資本関係 記載すべき事項はありません。 

人的関係 記載すべき事項はありません。 

取引関係 記載すべき事項はありません。 

（９）当該会社の直近３年間の経営成績及び財政状態 

  平成26年７月期 平成27年７月期 平成28年７月期 

総資産 （百万円） 125 95 106 

純資産 （百万円） 115 83 96 

１株当たり純資産 （円） 115,735.40 83,953.40 96,232.54 

売上高 （百万円） 127 126 127 

営業利益 （百万円） 2 6 11 

経常利益 （百万円） 2 6 12 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） 1 △31 12 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） （円） 1,892.77 △31,782.00 12,279.14 

１株当たり配当金 （円） － － － 

３．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

① エヌビー社 

（１） 異動前の所有株式 
所有株式数 

議決権の数 

－株 

－株 
（議決権所有割合 －％）  

（２） 取得株式数 
所有株式数 

議決権の数 

36,000株 

36,000個 
（議決権所有割合 80.00％）  

（３） 取得価額 取得価額 252百万円  

アドバイザリー費用等（概算額） 28百万円 ※ 

合計（概算額） 280百万円  

（４） 異動後の所有株式数 
所有株式数 

議決権の数 

36,000株 

36,000個 
（議決権所有割合 80.00％）  

② フォロン 

（１） 異動前の所有株式 
所有株式数 

議決権の数 

－株 

－株 
（議決権所有割合 －％）  

（２） 取得株式数 
所有株式数 

議決権の数 

1,000株 

1,000個 
（議決権所有割合 100.00％）  

（３） 取得価額 取得価額 120百万円  

アドバイザリー費用等（概算額） －百万円 ※ 

合計（概算額） 120百万円  

（４） 異動後の所有株式数 
所有株式数 

議決権の数 

1,000株 

1,000個 
（議決権所有割合 100.00％）  

※アドバイザリー費用等（概算額）はエヌビー社及ひフォロン両社合計で28百万円であり、会社毎に区別されておりません。 

４．株式取得の相手先の概要 

① エヌビー社 

（１） 氏名及び住所 大井 潤一郎 東京都荒川区 

  大井 京子 東京都世田谷区 

  他２名  

（２） 上場会社と当該個人の関係 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

② フォロン 

（１） 氏名及び住所 大井 潤一郎 東京都荒川区 

  大井 京子 東京都世田谷区 

  寺嶋 幸絵 東京都足立区 

（２） 上場会社と当該個人の関係 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 
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５．日程 

（１） 取締役会決議日 平成29年７月28日 

（２） 契 約 締 結 日 平成29年７月28日 

（３） 株式譲渡実行日 平成29年７月28日 

６．今後の見通し 

  本件株式取得による平成29年12月期の連結業績への影響は、軽微であると判断しておりますが、今後、業績予想の修正の必要性及び

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。 

以上 

 
(参考) 当社連結業績予想(平成29年２月10 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 

当期業績予想 

(平成29 年12月期) 
35,000 1,300 1,300 800 

前期実績 

(平成28 年12月期) 
33,290   870 1,024 528 

 
 


