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株式会社ギャラリーレアの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ  

 

 

 当社は、平成 30年 11月 16日開催の当社取締役会において、以下のとおり、株式会社ギャラリーレア

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（Mission）”、“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７社で事業を展開しており

ます。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、2018年 6月期には、

取扱高は 733 億円を超え、現在でも引き続き成長を続けております。今後の展開に関しましては、

主力の事業フィールドである旅行関連サービスでの高い成長率を維持しながら、弊社が得意とする

オンライン予約サービスの開発で得たシステム構築、広告及び集客のノウハウを応用可能な業界や

ターゲット顧客層を活用可能な業界など相乗効果の見込まれる事業への積極的な投資も継続しよう

と考えております。 

一方、株式会社ギャラリーレア（以下、ギャラリーレア社）は、1979 年の創業以来、“FIND YOUR 

SOMETHING SPECIAL”というミッションの下、顧客第一主義を守り、フェアトレードを重視し、時代

の変化を嗅ぎ分けながら成長を続けてまいりました。ギャラリーレア社の店舗で高級ブランド品、

時計及び宝飾品の売買を行われる可能性のある潜在的なお客様に対する集客に関して、当社がオン

ライン予約サービスで得た広告及び集客のノウハウを応用することで、双方にとって大きな相乗効

果を生み出すことが可能であると考え、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） 名称 株式会社ギャラリーレア 

（２） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 太田 延彰 

（３） 所在地 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目 4番 26号 

（４） 主な事業内容 海外ブランド衣料雑貨、服飾雑貨の輸出入及び販売 

上記品目の古物の売買業 

B to Bオークションの開催・運営 

（５） 資本金 98 百万円（平成 30 年２月期） 

（６） 大株主及び持株比率 株式会社太田商会 16,000株（50.79％） 

太田 延彰  5,000株（15.87％） 

（７） 設立時期 平成 16年３月 

（８） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態※1 

 決算期 平成 28年２月期 平成 29年２月期 平成 30年２月期 

 純資産 388百万円 360百万円 363百万円 

 総資産 2,444 百万円 2,744 百万円 3,132 百万円 

 １株当たり純資産※2 12,320円 61銭 11,452円 36銭 11,538 円 19銭 

 売上高 6,630 百万円 6,647 百万円 7,991 百万円 

 経常利益 57 百万円 ▲8百万円 67 百万円 

 当期純利益 11 百万円 ▲27百万円 2 百万円 

 １株当たり当期純利益※2 368円 91 銭 ▲868円 24銭 89円 16銭 

 １株当たり配当金 － － － 

（９） 発行済株式数 31,500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。 

※1 経営成績及び財政状態に関しては税務申告時の数値を基に記載しております。 

 2 平成 30年２月に１株を 10株に株式分割しておりますが、当該株式分割が平成 28年期首に行われたと仮定して 

上記 1株当たり純資産及び 1株当たり当期純利益を算出しております。 

  

3. 株式取得の相手先の概要 

株式会社太田商会 

（１）名称 株式会社太田商会 

（２）住所 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町６番 12 号-903 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 太田 延彰 

（４）事業内容 資産管理 

（５）資本金 5 万円 

（６）設立年月 2014年 12月 

（７）純資産 非公開 

（８）総資産 非公開 



（９）大株主及び持分比率 太田延彰氏及び親族（100.0％） 

 

太田 延彰 

（１）名称 太田 延彰 

（２）住所 大阪府大阪市 

 

みずほ成長支援投資事業有限責任 

（１）名称 みずほ成長支援投資事業有限責任 

（２）住所 東京都千代田区内幸町一丁目２番１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 

（４）組織目的 未上場企業が発行する株式等の有価証券への投資 

（５）組成日 2013年１月 31日 

（６）出資の総額 非公開 

（７）出資者・出資比率・ 

出資者の概要 

非公開 

（８）業務執行組合員の概要 名称 みずほキャピタル株式会社 

所在地 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役・齊藤 肇 

事業内容 ベンチャーキャピタル業務全般 

資本金 902百万円 

 

りそなキャピタル 3号投資事業組合 

（１）名称 りそなキャピタル 3号投資事業組合 

（２）住所 東京都江東区木場一丁目５番 25 号 りそなキャピタル株式会社 

（３）設立根拠等 民法に基づく投資事業組合 

（４）組織目的 エクイティソリューション機能の提供 

（５）組成日 2014年３月 17日 

（６）出資の総額 非公開 

（７）出資者・出資比率・ 

出資者の概要 

出資者① 

名称 株式会社りそな銀行 

住所 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 

代表者の氏名・役職 代表取締役社長・東 和浩 

事業内容 銀行業 

資本金 2,799 億円 

出資者②  

名称 りそなキャピタル株式会社 

住所 東京都江東区木場一丁目５番 25号 

代表者の氏名・役職 代表取締役社長・宮嶋 孝 

事業内容 ・株式、社債等への投資に関する業務 

・株式公開に向けてのコンサルティング

および営業支援業務 



・投資事業組合の運営管理業務 

資本金 50億円 

出資比率に関しては非公開 

（８）業務執行組合員の概要 （７）出資者②に同じ 

 

紀陽リース・キャピタル株式会社 

（１）名称 紀陽リース・キャピタル株式会社 

（２）住所 和歌山県和歌山市七番丁 24 番地 

（３）代表者の氏名・役職 代表取締役社長・日野 和彦 

（４）事業内容 １．リース事業部（各種リース取り扱い） 

２．コンサルティング事業部（各種コンサルティング・ 

マーケット調査）  

３．セミナー事業部（紀陽ビジネスクラブの運営、 

各種セミナー・研修の実施）  

４．キャピタル事業部（株式公開支援および投資等）  

（５）資本金 1 億 5 千万円 

（６）設立年月 1996年１月 

（７）純資産 非公開 

（８）総資産 非公開 

（９）大株主及び持分比率 紀陽銀行並びにグループ会社：63.33％ 

上記個人及び法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） 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 25,500株 

（３） 取得価額 当該会社の普通株式 1,147 百万円 

アドバイザリー費用等（概算額） 4百万円 

合計（概算額） 1,151百万円 

（４） 異動後の所有株式数 25,500株 

（議決権所有割合：80.95％） 

 

 

5．日程 

取締役会決議日 平成 30年 11月 16日 

  契約締結日   平成 30年 11月 16日～11月 30日（予定） 

株式譲渡実行日 平成 30年 11月 30日（予定） 

 

6．今後の見通し 

本件による 2019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 


