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子会社の異動（譲渡）に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年９月 24 日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である瑞思華広告（上海）有限公司

（以下、「Great Works China」と言う。）及びグレートワークス株式会社を貝印株式会社へ譲渡することを決議いたしました

ので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動（譲渡）の理由 

当社の連結子会社である Great Works China 及びグレートワークス株式会社は、インタラクティブ・コンテンツの企画・

制作を行っております。 

当社では、中国市場において、日系広告主様の要望と需要を充足することを目的として、平成 23 年９月に Great 

Works China の資本を増強し、中国事業を強化してまいりました。しかし、当社グループ全体として今後の海外展開に

ついて再検討を行った結果、当社の資源をより有効に活用するためには、海外における日系企業の広告案件ごとに個

別の対応を行うことが望ましいと判断し、本日開催の当社取締役会において、Great Works China 及び同ブランドであ

るグレートワークス株式会社の２社について、当社の取引先であり、中国市場において実績のある貝印株式会社へ譲

渡することを決議いたしました。これにより、当社グループにおける「Great Works」ブランドは、全て譲渡若しくは解散い

たしました。 

尚、当社は中期経営計画の柱の一つに、海外進出する日系企業の海外での広告展開のサポートを実施することを

掲げております。今後は、クリエイティブ力を活かし、各地域の制作会社との協業により、積極的に業績拡大を目指して

まいります。 

 

 

２．異動（譲渡）の方法 

   Great Works China につきましては、金銭を対価とする出資持分譲渡契約によります。 

   グレートワークス株式会社につきましては、金銭を対価とする株式譲渡契約によります。 

 

 

 

 

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー 

代 表 者 名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者 

吉田 博昭 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：4358） 

問 い合 わせ先 常務取締役 経営戦略本部長 上窪 弘晃 

電 話 番 号 03-5434-1586 



 

３．Great Works China の概要                                  （平成 24 年７月 31 日現在） 

（１） 名称 瑞思華広告（上海）有限公司 

 （２） 所在地 中国上海市静案区胶州路 58 号 1201 楼 

 （３） 代表者の役職・氏名 董事長 上保 大輔 

 （４） 事業内容 インタラクティブ・エージェンシー 

 （５） 資本金 145 百万円 

 （６） 設立年月日 平成 19 年６月 22 日 

 （７） 大株主及び持分比率 株式会社ティー・ワイ・オー 100％ 

資本関係 
当社は当該会社の持分を 100％保有しておりま

す。 

人的関係 
当該会社の董事長１名及び董事４名、監事１

名、従業員１名が当社の役職員です。 

取引関係 当社と当該会社との取引関係はありません。 

（８） 上場会社と当該会社の関係 

関連当事者への

該当状況 
当社の連結子会社であります。 

 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

  平成 22 年６月期 平成 23 年６月期 平成 24 年６月期 

 純資産          （百万円） △16 △10 28 

 総資産          （百万円） 11 41 66 

 １株あたり純資産       （円）              -              -              - 

 売上高          （百万円） 65 63 142 

 営業利益         （百万円） 12 △8 △36 

 経常利益         （百万円） 14 △14 △30 

 当期純利益       （百万円） △25 △13 △29 

１株あたり当期純利益    （円） - - - 

※Great Works China の決算日は 12 月 31 日であるため、６月 30 日を基準とした仮決算を行っております。 

 

 

４．グレートワークス株式会社の概要                             （平成 24 年７月 31 日現在） 

（１） 名称 グレートワークス株式会社 

 （２） 所在地 東京都港区南麻布四丁目５番 48 号 

 （３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 井上 準之介 

 （４） 事業内容 インタラクティブ・エージェンシー 

 （５） 資本金 10 百万円 

 （６） 設立年月日 平成 20 年７月 11 日 

 （７） 大株主及び持分比率 株式会社ティー・ワイ・オー 100％（200 株） 

資本関係 
当社は当該会社の株式を 100％保有しておりま

す。 

人的関係 
当該会社の取締役４名及び監査役１名、従業

員１名が当社の役職員です。 

取引関係 当社と当該会社との取引関係はありません。 

 （８） 上場会社と当該会社の関係 

関連当事者への

該当状況 
当社の連結子会社であります。 

 



 

 

   （９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

  平成 22 年６月期 平成 23 年６月期 平成 24 年６月期 

 純資産          （百万円） 15 30 22 

 総資産          （百万円） 53        152 114 

 １株あたり純資産        （円） 79,711.49      151,272.66      113,048.63 

 売上高          （百万円） 165 320 466 

 営業利益         （百万円） △10 25 △5 

 経常利益         （百万円） 7 25 △5 

 当期純利益       （百万円） 4 14 △7 

１株あたり当期純利益    （円） 21,044.08 71,561.18 38,224.04 

 

 

５．譲渡先の概要 

（1） 名称  貝印株式会社 

 （2） 所在地  東京都千代田区岩本町三丁目９番５号 

 （3） 代表者の役職・氏名  代表取締役社長 遠藤 宏治 

 （4） 事業内容 
 刃物、キッチンウェア、ビューティーケア用品、製菓用

品等の販売 

 （5） 資本金  450 百万円 

 （６） 設立年月日 昭和 29 年 11 月 15 日 

 

 

６．譲渡前後の所有持分及び株式の状況 

 ・Great Works China 

（1） 譲渡前の所有持分 3,815 千円 （所有割合 100％） 

 （2） 譲渡持分 3,815 千円 （譲渡価額：3,815 千円）

 （３） 譲渡後の持分 ０円 （所有割合 ０％） 

 

 ・グレートワークス株式会社 

（1） 譲渡前の所有株式数 200 株 （所有割合 100％） 

 （2） 譲渡株式数 200 株 （譲渡価額：21,110 千円） 

 （３） 譲渡後の所有株式数 ０株  （所有割合 ０％） 

 

 

７．異動（譲渡）の日程 

 平成 24 年９月 24 日  取締役会決議、出資持分譲渡契約及び株式譲渡契約締結 

 平成 24 年９月 28 日 出資持分譲渡及び株式譲渡の実行（予定） 

 

 

８．今後の見通し 

 本件出資持分譲渡及び株式譲渡による平成 25 年７月期連結決算への影響は、軽微であります。 

 

以上 


