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コスミック流通産業株式会社及びコスミック GCシステム株式会社の株式の取得（子会社化） 

に関するお知らせ  

 

 当社は、平成 30 年 1 月 22 日開催の当社取締役会において、以下のとおり、コスミック流通産業株式

会社及びコスミック GCシステム株式会社の株式を取得し、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． 株式の取得の理由 

当社は、“社会貢献とビジネスを両立する企業へ（Misson）”、“地球最大の予約プラットフォーム

を目指す（Vision）”、“価格とサービスで感動を。徹底的に無駄と戦い、顧客に還元する（Value）”

という 3 つの経営理念を掲げ、オンラインサービスを中心にグループ計４社で事業を展開してまい

りました。特に、国内外の航空券等の旅行商品をオンライン上で比較・予約可能な予約サイト

「skyticket」は、当社の主力サービスとなっており、これまで順調に利用者を拡大しており、平成

29年 6月期には、取扱高 386億円を超え、現在でも引き続き成長を続けております。 

一方、コスミック流通産業株式会社及びコスミック GCシステム株式会社は、創業以来、商品券や

ギフト券のリユース専門ショップとして、大型商業施設等の要望に応え、横浜・東京エリアに続々

と出店を続け、地域のお客様との確かな信頼関係を築きながら事業を発展・成長させてきました。 

今回の株式の取得によって、商品券やギフト券のリユース専門ショップ業界の先駆者であるコス

ミック流通産業株式会社及びコスミックGCシステム株式会社の長年培ってきた流通業としてのノウ

ハウと、当社が持つオンラインマーケティングのノウハウの融合を図る事で、お互いのシナジーを

最大化することができると考え、本株式の取得及び子会社化の決議に至りました。 

 

 

2． 異動する子会社の概要 



① コスミック流通産業株式会社 

（１） 名称 コスミック流通産業株式会社 

（２） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長・比留川勇 

取締役社長・土居貴洋 

（３） 所在地 神奈川県横浜市西区高島 2-1-18 

（４） 主な事業内容 ディスカウントチケット等の販売店鋪及びサイトの運営 

（５） 資本金 30 百万円 

（６） 大株主及び持株比率 比留川 勇   490株（81.7％） 

比留川 令子   50株（ 8.3％） 

土居 貴洋    30株（ 5.0％） 

比留川 征一郎  20株（ 3.3％） 

他 1名 

（７） 設立時期 昭和 61年 12月 

（８） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態※ 

 決算期 平成 27年５月期 平成 28年５月期 平成 29年５月期 

 純資産 114百万円 123百万円 144百万円 

 総資産 1,308 百万円 1,527 百万円 1,630 百万円 

 １株当たり純資産 190,904円 83銭 205,842円 54銭 241,022 円 15銭 

 売上高 16,437百万円 18,707百万円 20,777百万円 

 経常利益 7 百万円 14 百万円 34 百万円 

 当期純利益 3 百万円 8 百万円 21 百万円 

 １株当たり当期純利益 5,317円 39銭 14,937円 71 銭 35,179円 62 銭 

 １株当たり配当金 該当事項はありません。 

（９） 発行済株式数 600株 

（10） 当社と当該会社との 

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。 

関連当事者への該当状況はありません。 

 

② コスミック GCシステム株式会社 

（１） 名称 コスミック GCシステム株式会社 

（２） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長・比留川令子 

（３） 所在地 神奈川県横浜市西区花咲町 6 丁目 145番地 

横浜花咲ビル 9 階 横浜オフィス 

（４） 主な事業内容 ギフト券・商品券の販売店鋪及びサイトの運営 

（５） 資本金 10 百万円 

（６） 大株主及び持株比率 比留川 勇  110 株（55.0％）  

比留川 令子  85 株（42.5％） 

土居 貴洋    5 株（ 2.5％） 

（７） 設立時期 平成 12年１月 

（８） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態※ 



 決算期 平成 27年９月期 平成 28年９月期 平成 29年９月期 

 純資産 12 百万円 18 百万円 21 百万円 

 総資産 60 百万円 113百万円 223百万円 

 １株当たり純資産 61,122円 36 銭 93,783円 87 銭 107,027 円 50銭 

 売上高 3,135 百万円 2,868 百万円 5,888 百万円 

 経常利益 4 百万円 10 百万円 3 百万円 

 当期純利益 3 百万円 6 百万円 2 百万円 

 １株当たり当期純利益 15,554円 44 銭 32,661円 51 銭 13,243円 63 銭 

 １株当たり配当金 該当事項はありません。 

（９） 発行済株式数 200株 

（10） 当社と当該会社との 

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。 

関連当事者への該当状況はありません。 

※経営成績及び財政状態に関しては税務申告時の数値を記載しております。 

 

 

3. 株式取得の相手先の概要 

① コスミック流通産業株式会社 

氏名 住所 

比留川 勇 神奈川県横浜市 

比留川 令子 神奈川県横浜市 

土居 貴洋 神奈川県横浜市 

比留川 征一郎 神奈川県横浜市 

上記の他、個人 1名から株式を取得する予定です。当該個人及び上記個人との間に記載すべき 

資本関係、人的関係及び取引関係を含む利害関係はありません。 

 

② コスミック GCシステム株式会社 

氏名 住所 

比留川 勇 神奈川県横浜市 

比留川 令子 神奈川県横浜市 

土居 貴洋 神奈川県横浜市 

上記の他、個人 1名から株式を取得する予定です。当該個人及び上記個人との間に記載すべき 

資本関係、人的関係及び取引関係を含む利害関係はありません。 

 

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 コスミック流通産業株式会社 

（１） 異動前の所有株式数 0 株 

（議決権所有割合：0％） 

（２） 取得株式数 600株 

（３） 取得価額 当該会社の普通株式 635百万円 



アドバイザリー費用等（概算額） 36百万円 

合計（概算額） 671百万円 

（４） 異動後の所有株式数 600株 

（議決権所有割合：100％） 

 

② コスミック GCシステム株式会社 

（１） 異動前の所有株式数 0 株 

（議決権所有割合：0％） 

（２） 取得株式数 200株 

（３） 取得価額 当該会社の普通株式 14百万円 

アドバイザリー費用等（概算額） 1百万円 

合計（概算額） 15百万円 

（４） 異動後の所有株式数 200株 

（議決権所有割合：100％） 

 

 

5．日程 

取締役会決議日 平成 30年 1月 22日 

  契約締結日   平成 30年 1月 22日 

株式譲渡実行日 平成 30年 2月（予定） 

 

6．今後の見通し 

本件による平成 30年６月期の当社連結業績に与える影響は、現在精査中であり、開示すべき影響

が判明した場合には、速やかに開示いたします。 

 

以上 


