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株式取得による株式会社フラクタの連結子会社化に関するお知らせ 
 

 

当社は、2021 年 12 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社フラクタ（以下、「フラ

クタ社」）の株式を取得し、同社を連結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．株式取得の理由 

当社は「『働く』を豊かにする。～B2B 領域でイノベーションを起こし続ける～」というミッション

を掲げ、個々のニーズに応じたデータフィードの構築やプラットフォームへの広告配信受託を行うプ

ロフェッショナルサービス事業と、SaaS 型でのデータフィード統合管理ツール、自動広告出稿ツール

及びウェブサイト等へのソーシャルアカウントを活用したログインサービスを提供する SaaS 事業に加

え、主に EC 事業者を対象として Shopify の活用を中心とした企業のデジタルトランスフォーメーショ

ン支援等を行う DX 事業を展開し、企業の生産性を向上させるサービス・プロダクトづくりを通じて豊

かな働き方を実現するべく事業活動を行っております。 

一方、フラクタ社は「ブランドを、未来の文化へ。」をビジョンに掲げ、テクノロジーとデザインの

力で企業のブランディング戦略策定から EC サイト構築支援、クリエイティブ制作など、企業のブラン

ドの自走を支援するトータルブランディングパートナーとして、事業を展開しております。フラクタ

社は、Shopify Plus Partner の認定を受けており、Shopify におけるブランディングや構築コンサルテ

ィングの豊富な実績があります。 

当社は、本株式取得により、特に DX 事業における潜在的な顧客層である EC 事業者に対して、

Shopify アプリの提供や EC サイトの構築に加えて、フラクタ社が提供するブランディング戦略策定か

ら EC サイト構築支援、クリエイティブ制作などのサービスをワンストップで提供することにより、本

事業セグメントの成長をさらに加速させることを目指しております。 

なお、本株式取得により当社はフラクタ社株式の 51.25％を取得し、フラクタ社は当社の連結子会社

となり、事業セグメントにおいてはフラクタ社の全事業が「DX 事業」に属することを予定しておりま

す。 

 
  



２．株式の異動の方法 

 当社は、2021 年 12 月 24 日付でフラクタ社の発行済株式総数 160 株のうち、既存株主より 82 株を取

得する予定です。これにより当社は、フラクタ社の株式を 51.25％取得することとなり、同社は当社の

連結子会社となる予定です。 

 

３．異動する子会社の概要 

（１）名称 株式会社フラクタ 

（２）所在地 東京都渋谷区桜丘町 22 番 14 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 河野 貴伸 

（４）事業内容 ブランド戦略設計、ブランド戦略に沿った EC サイト構築支援・ク

リエイティブ制作、Shopify コンサルティング、インターネットサ

ービス事業 

（５）資本金 48 百万円 

（６）設立年月日 2013 年 11 月 18 日 

（７）大株主及び持株比率 河野 貴伸 62.5％、株式会社ハリズリー 28.1％、 

株式会社マクアケ 9.4％ 

（８）当社と当該会社との関係 資本関係 該当事項はございません。 

人的関係 該当事項はございません。 

取引関係 該当事項はございません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はございません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状況※ 

決算期 2019 年５月期 2020 年５月期 2021 年５月期 

純資産   14 百万円   57 百万円   109 百万円 

総資産  156 百万円  237 百万円  304 百万円 

１株当たり純資産 147,792 円 11 銭 457,497 円 7 銭  684,736 円 93 銭 

売上高  480 百万円  527 百万円  486 百万円 

営業利益 3 百万円   33 百万円    7 百万円 

経常利益 2 百万円   32 百万円    8 百万円 

当期純利益 1 百万円   22 百万円    7 百万円 

１株当たり当期純利益 17,387 円３銭  184,610 円１銭  56,042 円 76 銭 

１株当たり配当金        0 円 00 銭        0 円 00 銭       0 円 00 銭 

※ 経営成績及び財政状況は、監査法人の監査対象外であります。 

 

４．株式取得の相手先の概要 

（１）氏名 河野 貴伸 

（２）住所 東京都江戸川区 

（３）上場会社と当該個人の関係 
資本関係 該当事項はございません。 

人的関係 該当事項はございません。 

取引関係 該当事項はございません。 

 

（１）名称 株式会社ハリズリー 

（２）住所 東京都中央区日本橋本町３－３－６ 

（３）上場会社と当該会社の関係 
資本関係 該当事項はございません。 

人的関係 該当事項はございません。 

取引関係 該当事項はございません。 

 

（１）名称 株式会社マクアケ 

（２）住所 東京都渋谷区渋谷２丁目 16 番１号 

（３）上場会社と当該会社の関係 

資本関係 該当事項はございません。 

人的関係 該当事項はございません。 

取引関係 該当事項はございません。 

  



 

５．取得株式数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：0.00％） 

（２）取得株式数 82 株 

（議決権の数：82 個） 

（３）取得価額 株式譲渡価額          615 百万円（※） 

アドバイザリー等費用（概算額）   4 百万円（※） 

合計（概算額）         619 百万円 

（４）異動後の所有株式数 82 株 

（議決権の数：82 個） （議決権所有割合：51.25％） 
※ 本件における株式取得価額の算定に当たっては、当該会社の第三者機関によるデューディリジェンス及びＤＣＦ

法による株式価値算定を行っており、価格の妥当性を検証するための十分な手続きを実施しております。 

 

６．日程 

（１）取締役会決議日 2021 年 12 月 17 日 

（２）契約締結日 2021 年 12 月 17 日 

（３）株式譲渡払込日 2021 年 12 月 24 日（予定） 

 

７．今後の見通し 

2022 年５月期の当社連結業績への影響は現在精査中であり、今後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。 

 

 

（参考）当期連結業績予想（2021 年６月 30 日公表）及び前期連結実績 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属 

する当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

2022 年５月期 

第２四半期（累計）業績予想 

百万円 百万円 百万円 百万円 円銭 

1,415 478 474 295 11.39 

2022 年５月期 

通期業績予想 
3,047 1,092 1,083 675 25.98 

2021 年５月期 

通期実績 
2,587 889 874 472 18.88 

※ 2022 年５月期より「収益認識に関する会計基準」の適用があり、上記の当期連結業績予想は同基準適用後の数値

であります。 

 

 

以 上 

 


