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平成 30年 12月 20日 

各  位 

 
 

 
 
 
 

 
株式会社 gumi VRへの子会社株式一部譲渡及び特別利益の発生、 

子会社における資本業務提携に関するお知らせ 

 

当社は、本日、以下のとおり、当社の子会社である double jump.tokyo 株式会社（以

下、double jump） の株式を、株式会社 gumiの連結子会社である株式会社 gumi VR（以

下、gumi VR）へ一部譲渡することを決定いたしました。これにともない、連結財務諸表

及び個別財務諸表において特別利益が発生する見込みとなりましたので、下記のとおり

お知らせいたします。  

また、当社の子会社である double jumpは、本日開催の取締役会において、以下のとお

り、gumi VRとの間で業務提携契約を締結すること及び gumi VR を引受人とする第三者割当

増資を行う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、当社による本取引後の double jump議決権所有割合は 27.94%となり、当社及び

double jump間における支配関係は解消されます。 

 

記 

 

１．子会社株式の一部譲渡の概要  

(1) double jumpの概要  

(1)名称 double jump.tokyo株式会社 

(2)所在地 東京都千代田区麹町三丁目３番地４ 

(3)代表者の役職 ・氏名 代表取締役 上野 広伸 

(4)事業内容 ブロックチェーンゲーム開発 

(5)資本金 49百万円 

(6)設立年月 平成 30 年４月 

(7)大株主及び持株比率 

株式会社ディー・エル・イー 54.10% 

上野広伸 17.01% 

株式会社でらゲー 13.76% 

会 社 名  株式会社ディー・エル・イー  
代 表 者 名 代表取締役     椎木 隆太 

（コード番号：3686 東証第一部） 
問 合 せ 先  執行役員       高倉 喜仁 

（TEL．03-3221-3980） 
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(8)当社と当該会社との間の関係 

資本関係 
当社 54.10%出資の非連結子

会社であります 

人的関係 

当社執行役員及び当社子会

社取締役が当該子会社の取

締役２名を、当社職員が当

該子会社の監査役１名兼務

しております 

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 

子会社であるため関連当事

者に該当します 

(9)当該会社の経営成績及び財政状況（注） 

決算期 平成 30年６月期 

純資産 88百万円 

総資産 96百万円 

１株当たり純資産額 33,483.89円 

売上高 －百万円 

営業利益 △10百万円 

経常利益 △10百万円 

当期純利益 △10百万円 

１株当たり当期純利益 △6,865.15円 

１株当たり配当金 －円 

（注）当該会社の設立年月は平成 30年４月であり、業績が確定している会計年度が

平成 30年６月期のみであることから、当該会計年度業績のみを記載しており

ます。 

 

(2) gumi VRの概要 

(1)名称 株式会社 gumi VR 

(2)所在地 東京都新宿区西新宿４丁目 34番７号 

(3)代表者の役職 ・氏名 代表取締役社長  國光 宏尚 

(4)事業内容 
VR/ARに関するハードウェア、ソフトウェア及

びコンテンツの開発並びに VR/AR に係る投資 

(5)資本金 100百万円 

(6)設立年月 平成 29 年６月 

(7)大株主及び持株比率 株式会社 gumi 100.00% 

(8)当社と当該会社との間の関係 
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 
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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 

(9)当該会社の経営成績及び財政状況（注） 

決算期 平成 30年４月期 

純資産 3,135百万円 

総資産 3,137百万円 

１株当たり純資産 1,567,656.14円 

売上高 －円 

営業利益 △9百万円 

経常利益 △5百万円 

当期純利益 △5百万円 

１株当たり当期純利益 △2,940.82円 

１株当たり配当金 －円 

（注）当該会社の設立年月は平成 29年６月であり、業績が確定している会計年度が

平成 30年４月期のみであることから、当該会計年度業績のみを記載しており

ます。 

 

(3) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況  

(1)譲渡前の所有株式数 1,431 株（議決権所有割合：54.10%） 

(2)譲渡株式数 330株 

(3)譲渡価額 51百万円 

(4)譲渡後の所有株式数 1,101株（議決権所有割合：41.63%） 

 

(4) 売却方法 

相対取引によるものであります。  

 

２．特別利益の見込額 

本件株式譲渡の実行により、平成 31月６月期第２四半期の連結財務諸表及び個別財務

諸表において、関係会社株式売却益 41百万円を計上いたしました。 

なお、double jumpは非連結子会社であるため、連結財務諸表においても特別利益が

発生しております。 
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３．業務提携の理由 

double jumpは、ブロックチェーンゲームの開発を行っており、平成 30年 11月 30日

に同社が開発リリースした「My Crypto Heroes」においては、DApps（※１）ゲームにお

ける取引初日の DAU（※２）及びイーサリアム取引量で世界一を記録する等の実績を有

しております。 

このたびの資本業務提携は、gumiグループが有するグローバルにおけるマーケティン

グノウハウを double jumpに提供するとともに、両社の保有する IPを活用した新規ブロ

ックチェーンコンテンツの開発も検討する等、ブロックチェーン事業における様々な戦

略的提携を実行し、ブロックチェーン領域における事業展開を加速させることを目的と

し、実施することとなりました。 

（※１）DApps：Decentralized Applications の略で、非中央集権の分散型アプリケ

ーションをいう。 

（※２）DAU：Daily Active Usersの略。 

 

４．資本業務提携の内容等 

(1) 業務提携の内容 

gumiグループが有するグローバルにおけるマーケティングノウハウを double 

jumpに提供するとともに、両社の保有する IPを活用した新規ブロックチェーンコン

テンツの開発を検討してまいります。 

 

(2) 資本提携の内容 

double jumpは、gumi VRを引受人とする第三者割当増資（普通株式 1,295株を１

株につき金 155,000円、総額 200百万円）を行うことを決議いたしました。第三者

割当増資の概要は、以下のとおりです。 

(1)上記１.及び第三者割当増資前に gumi VRが所有する double 

jump株式数 

－株 

（gumi VR 議決権所有割

合：－%） 

(2)上記１.実行後に gumi VRが所有する double jump株式数 

420株（注） 

（gumi VR 議決権所有割

合：15.88%） 

(3)第三者割当増資による gumi VRへの double jump株式割当数 1,295株 

(4)第三者割当増資による増資金額 200百万円 

(5)第三者割当増資後に gumi VRが所有する double jump株式数 

1,715株 

（gumi VR 議決権所有割

合：43.53%） 
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（注）上記１.において当社より譲渡した 330株ですが、gumi VRは、同日で、double 

jumpの取締役である当社執行役員及び当社子会社取締役より、double jump 株

式 90株を譲り受けております。 

 

５．日程 

(1)取締役会決議日 平成 30年 12月 20日 

(2)契約締結日 平成 30年 12月 20日 

(3)第三者割当増資日 平成 30年 12月 25日（予定） 

 

６．今後の見通し 

上記関係会社株式売却益は、平成 31月６月期第２四半期において特別利益として計上

いたします。 

平成 31年６月期の連結業績への影響につきましては、その他の要因も含め精査中であ

り、今後、業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 


