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株式会社ケイ・クリエイトの第三者割当増資の引受による株式の取得及び 
連結子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、当社の持分法適用関連会社である株式会社ケイ・クリエイト（以

下、ケイ・クリエイトという。）の株式を取得し、同社と同社の子会社であり当社の持分法適用関連会社で

ある株式会社ケイピーエス（以下、ケイピーエスという。）の２社を連結子会社とすることについて決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．株式取得の理由と内容 

当社グループは、「地域経済への貢献」という理念に基づき、全国のご家庭に、地域の生活情報が満載

の安心安全なフリーメディアをお届けすることを経営目標として、主力商品のハッピーメディア🄬『地

域みっちゃく生活情報誌🄬』の全国展開を推進しております。 

このたびのケイ・クリエイトの増資の引受は、当社の成長戦略に沿った『地域みっちゃく生活情報誌

®』を主とする自社媒体ハッピーメディア🄬の当社グループ直営化によるメディア広告事業の業容拡大を

目的としております。 

本第三者割当増資の引受は、ケイ・クリエイトによる当社との募集株式総数引受契約に基づくもので

あり、当社はケイ・クリエイトの議決権の 51.0％を保有します。同時に、ケイ・クリエイトが 60.0％保

有するケイピーエス株式に対する間接保有分を含め、当社は、ケイピーエスを議決権の 80.0％を保有す

ることとなります。 

※Voluntary Chain（ボランタリー・チェーン）契約 

（注） 発行部数は 2022 年５月末現在 

 

 

２．連結子会社の概要（予定） 

（1） 株式会社ケイ・クリエイト 

（1）名称 株式会社ケイ・クリエイト 

（2）所在地 愛知県一宮市木曽川町里小牧寺東 125 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 池戸 武志 

（4）事業内容 クロスメディア事業、クリエイティブ事業 

（5）資本金 10,000 千円 

（6）設立年月 1989 年 4 月 



（7）大株主及び持株比率 池戸武志 54.5％、当社 31.0％ 

（8）上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 当社は同社発行済株式の 31.0％を所有しております。 

人的関係 同社の代表取締役が当社の執行役員を兼務しています。 

取引関係 営業上の取引があります。 

（9）当該会社の直近 3 年間の財政状況及び経営成績 

決算期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 

純資産 33,914 千円 39,328 千円 48,660 千円 

総資産 155,167 千円 236,900 千円 183,316 千円 

１株当たり純資産 169,570 円 196,641 円 243,302 円 

売上高 463,184 千円 439,616 千円 455,601 千円 

営業利益 2,811 千円 719 千円 2,757 千円 

経常利益 2,679 千円 5,726 千円 10,422 千円 

当期純利益 2,359 千円 5,414 千円 9,332 千円 

１株当たり当期純利益 11,798 円 27,070 円 46,661 円 

１株当たり配当金 ― ― ― 

 

（2） 株式会社ケイピーエス 

（1）名称 株式会社ケイピーエス 

（2）所在地 愛知県岩倉市新柳町 1丁目 50 番地  AG 岩倉ビル 2F 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 池戸 武志 

（4）事業内容 ポスティング事業、貸別荘事業 

（5）資本金 5,000 千円 

（6）設立年月 2013 年 11 月 

（7）大株主及び持株比率 株式会社ケイ・クリエイト 60.0％、当社 20.0％ 

（8）上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 当社は同社発行済株式の 20.0％を所有しております。 

人的関係 
同社の代表取締役が当社の執行役員を兼務しています。ま

た、当社の取締役１名が同社の取締役を兼務しています。 

取引関係 情報誌の配布に係る営業上の取引があります。 

（9）当該会社の直近 3 年間の財政状況及び経営成績 

決算期 2019 年 9 月期 2020 年 9 月期 2021 年 9 月期 

純資産 5,497 千円 13,061 千円 29,063 千円 

総資産 40,104 千円 62,381 千円 112,266 千円 

１株当たり純資産 54,971 円 130,614 円 290,634 円 

売上高 180,692 千円 271,297 千円 361,600 千円 

営業利益 3,362 千円 8,399 千円 23,907 千円 

経常利益 5,334 千円 10,378 千円 23,658 千円 

当期純利益 4,999 千円 7,564 千円 16,002 千円 

１株当たり当期純利益 49,995 円 75,643 円 160,020 円 

１株当たり配当金 ― ― ― 

 

 



３．引受株式数、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 62 株（議決権所有割合 31.0％） 

（2）引受株式数 82 株 

（3）取得価額 取得価格については、本件募集株式総数引受契約における秘密保持条項

により非公開としておりますが、第三者機関による調査結果を基に決定

しております。 

（4）異動後の所有株式数 144 株（議決権所有割合 51.0％） 

（5）異動の方法 現金にて取得する予定です。 

 

４．日程 

取締役会決議日        2022 年６月 24 日 

募集株式総数引受契約締結日  2022 年６月 24 日 

株式取得予定日        2022 年７月 １日 

 

５．今後の見通し 

当該子会社の取得による当期の業績に与える影響は現在精査中であり、第１四半期決算短信において

修正後の連結業績予想を開示する予定です。 

以上 


