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Crossfinity Digital Asia Pte. Ltd.の株式取得(⼦会社化) 

及び孫会社の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおりCrossfinity Digital Asia Pte. Ltd.（以下

「CDA社」といいます。）の全株式を取得し、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。 

なお、本件株式取得に伴い、CDA社の100％子会社であるCrossfinity Digital Asia Sdn. Bhd. （以下

「CDA社子会社」といいます。）は当社の孫会社となりますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株式の取得の理由 

 当社グループは、東南アジア・中国地域において、日本の自治体や日系企業を中心にWEBサイトの構

築・運用やソーシャルメディアの活用支援、デジタル広告等の様々なデジタルマーケティングサービス

を提供しております。 

一方、CDA社、CDA社子会社は、2009年にCDA社が設立されて以来それぞれシンガポール、マレーシアに

おいて、デジタル領域におけるマーケティングサービスを包括的に提供しており、幅広い顧客基盤とデ

ジタル領域における知見を持つ優秀な人材を有しております。 

当社グループは今後も成長が見込まれる東南アジア地域において、当社の既存拠点であるマレーシア

の体制強化及びシンガポールへの進出を通じて、更なる販路の拡大と新たなビジネスチャンスの創出が

可能であると判断し、子会社化を決定するに至りました。 

 

２． 異動する子会社（CDA社）及び孫会社（CDA社子会社）の概要 

CDA社の概要 

（１）商号 Crossfinity Digital Asia Pte. Ltd. 

（２）所在地 6 Eu Tong Sen Street, The Central #07-11 059817 Singapore 

（３）代表者の役職・氏名 CEO 加藤 毅之 

（４）事業内容 広告代理事業、メディアレップ事業 

（５）設立年月日 2009年 10月 29日 

（６）資本金 1,970,280シンガポールドル 



 

（７）大株主及び持株比率 クロスフィニティ株式会社(100%) 

（８）当社との関係 

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。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態        （単位：千シンガポールドル） 

決算期 平成 27年 12月期 平成 28年 12月期 平成 29年 12月期 

純 資 産 111 

(9百万円） 

1,662 

(134百万円） 

1,401 

(113百万円） 

総 資 産 1,162 

(93百万円） 

2,119 

(171百万円） 

2,775 

(224百万円） 

売 上 高 1,648 

(133百万円） 

625 

(50百万円） 

1,257 

(101百万円） 

税 引 前 当 期 純 利 益 144 

(11百万円） 

▲331 

(▲26百万円） 

▲261 

(▲21百万円） 

当 期 純 利 益 135 

(10百万円） 

▲328 

(▲26百万円） 

▲261 

(▲21百万円） 

（注）：（ ）内の日本円は、１シンガポールドルを 80.79円で換算して表記しております。 

 

CDA社子会社の概要 

（１）商号 Crossfinity Digital Asia Sdn. Bhd. 

（２）所在地 B-20-04 Northpoint Office, Mid Valley City, No.1 Medan 

Syed Putra Utara Kuala Lumpur 59200 Malaysia 

（３）代表者の役職・氏名 CEO 加藤 毅之 

（４）事業内容 広告代理事業、メディアレップ事業 

（５）設立年月日 2011年 12月９日 

（６）資本金 500,002リンギット 

（７）大株主及び持株比率 Crossfinity Digital Asia Pte. Ltd.（100％） 

（８）当社との関係 

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。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態                （単位：千リンギット） 

決算期 平成 27年 12月期 平成 28年 12月期 平成 29年 12月期 

純 資 産 257 

(7百万円） 

453 

(12百万円） 

1,184 

(32百万円） 

総 資 産 3,625 

(99百万円） 

3,344 

(91百万円） 

3,896 

(106百万円） 

売 上 高 8,344 

(228百万円） 

10,328 

(282百万円） 

10,346 

(282百万円） 

税 引 前 当 期 純 利 益 165 

(4百万円） 

245 

(6百万円） 

795 

(21百万円） 

当 期 純 利 益 75 

(2百万円） 

196 

(5百万円） 

730 

(19百万円） 

（注）：（ ）内の日本円は、１リンギットを 27.33円で換算して表記しております。 

 

 

 



 

３．株式取得の相手先の概要 

（１）商号 クロスフィニティ株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区四番町６東急番町ビル 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 溝川 文在 

（４）事業内容 パフォーマンスマーケティング事業、ウェブサイトコンサルティン

グ事業 

（５）設立年月日 2006年６月 27日 

（６）資本金 3,000万円 

（７）大株主及び持株比率 株式会社オプトホールディング（100％） 

（８）当社との関係 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 該当事項はありません。 

 

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 197,000,180株 

（議決権の数：197,000,180個） 

（３）取得価額 取得価額につきましては、株式譲渡先との合意により非公表として

おります。なお、第三者機関の評価算定報告書等を元に算定してお

ります。 

（４）異動後の所有株式数 197,000,180株 

（議決権の数：197,000,180個） 

（議決権所有割合：100％） 

 

５．日程 

取締役会決議   平成 30 年７月 13 日 

契約締結日    平成 30 年７月 13 日 

株式譲渡実行日  平成 30 年７月 31 日（予定） 

 

６．今後の見通し 

本件株式取得が当期連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、確定次第お知らせいたし

ます。 

 

（参考） 

当期連結業績予想（平成 30年２月 13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 30年 12月期） 
4,564 918 915 631 

前期連結実績 

（平成 29年 12月期） 
3,910 858 840 574 

以 上 


