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平成 26 年２月 18 日 

各 位 

上場会社名 株式会社レイ 

代表者 代表取締役社長 分部 至郎 

（コード番号    ４３１７） 

問合わせ先 取締役 中村 準三 

（TEL       ０３－５４１０－３８６１） 

 

株式会社ニッポンムービーその他４社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 当社は、平成25年12月17日付「株式会社ニッポンムービーの株式取得（子会社化）の検討開始に関する

お知らせ」を公表してから、株式会社ニッポンムービーの株式取得に向けた協議を継続してまいりました

が、平成26年２月18日開催の取締役会において、株式会社ニッポンムービーの株式を取得し、子会社化す

ることを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 

株式会社ニッポンムービーは、グループ会社５社で広告宣伝の企画制作事業等を展開しており、直近

における経営環境に厳しさも見られますが、実績のあるプロダクションでもあり、同社の実績や弊社の

広告ソリューション事業がもつ映像企画制作のインフラ等を併せることで、相乗効果による両社グルー

プの事業の強化、拡大を図っていくことを目的に、株式取得（子会社化）をすることにいたしました。

なお、株式会社ニッポンムービー及び株式会社ニッポンムービーの子会社である株式会社ニッポンムー

ビー、株式会社ニッポンムービー大阪及びその他２社は、弊社の連結子会社となります。 

 

２．異動する会社の概要 

①名称 株式会社ニッポンムービー 

②所在地 東京都渋谷区代々木二丁目 14 番７号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役 嶋﨑 忠康、代表取締役 髙尾 敏郎 

④事業内容 株式の保有利用、広告宣伝の企画制作等 

⑤資本金の額 10 百万円 

⑥設立年月日 昭和 35 年６月 11 日 

⑦大株主及び持株比率（注

１） 

岩田 文行     96.9％ 

その他個人株主２名  3.1％ 
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⑧上場会社と当該会社 

との関係 

当社、当社の関係者及び関係会社と当該会社、当該会社の関係者及び関係

会社間との間には、記載すべき資本関係・人的関係はありません。また、

当社、当社の関係者及び関係会社と当該会社、当該会社の関係者及び関係

会社間との間には、特筆すべき取引関係はありません。 

⑨当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（注２） 

決算期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 

連結純資産 463 百万円 373 百万円 266 百万円

連結総資産 1,088 百万円 769 百万円 635 百万円

１株当たりの連結純資産 141,721 円 114,242 円 102,663 円

連結売上高 1,144 百万円 921 百万円 671 百万円

連結営業損失 △32 百万円 △89 百万円 △114 百万円

連結経常損失 △18 百万円 △79 百万円 △104 百万円

連結当期純損失 △52 百万円 △78 百万円 △105 百万円

１株当たり連結当期純損失 △16,030 円 △24,143 円 △40,820 円

１株当たり配当金 1,500 円 1,500 円 ―

（注１）持株比率は自己株式（1,406 株）を除いて計算しています。 

（注２）監査法人による連結監査を受けた数値ではありません。 

 

①名称 株式会社ニッポンムービー 

②所在地 東京都港区芝二丁目９番 10 号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役 髙尾 敏郎 

④事業内容 広告宣伝の企画制作等 

⑤資本金の額 55 百万円 

⑥設立年月日 平成 12 年３月 13 日 

⑦大株主及び持株比率 株式会社ニッポンムービー  100.0％ 

⑧上場会社と当該会社 

との関係 

当社、当社の関係者及び関係会社と当該会社、当該会社の関係者及び関係

会社間との間には、記載すべき資本関係・人的関係はありません。また、

当社、当社の関係者及び関係会社と当該会社、当該会社の関係者及び関係

会社間との間には、特筆すべき取引関係はありません。 

⑨当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（注３） 

決算期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 

純資産 244 百万円 212 百万円 117 百万円

総資産 540 百万円 316 百万円 188 百万円

１株当たりの純資産 244,496 円 212,027 円 117,210 円

売上高 759 百万円 438 百万円 227 百万円

営業利益又は営業損失 75 百万円 △26 百万円 △104 百万円
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経常利益又は経常損失 75 百万円 △27 百万円 △95 百万円

当期純利益又は当期純損失 40 百万円 △26 百万円 △94 百万円

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失 
40,677 円 △26,469 円 △94,817 円

１株当たり配当金 6,000 円 ― ―

（注３）監査法人による監査を受けた数値ではありません。 

 

①名称 株式会社ニッポンムービー大阪 

②所在地 大阪府大阪市中央区南船場四丁目 11 番 16 号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役 嶋﨑 忠康 

④事業内容 広告宣伝の企画制作等 

⑤資本金の額 50 百万円 

⑥設立年月日 平成 12 年３月１日 

⑦大株主及び持株比率 株式会社ニッポンムービー  100.0％ 

⑧上場会社と当該会社 

との関係 

当社、当社の関係者及び関係会社と当該会社、当該会社の関係者及び関係

会社間との間には、記載すべき資本関係・人的関係はありません。また、

当社、当社の関係者及び関係会社と当該会社、当該会社の関係者及び関係

会社間との間には、特筆すべき取引関係はありません。 

⑨当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（注４） 

決算期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 

純資産 178 百万円 155 百万円 138 百万円

総資産 421 百万円 361 百万円 334 百万円

１株当たりの純資産 178,326 円 155,745 円 138,506 円

売上高 290 百万円 387 百万円 296 百万円

営業損失 △83 百万円 △28 百万円 △16 百万円

経常損失 △71 百万円 △22 百万円 △16 百万円

当期純損失 △71 百万円 △22 百万円 △17 百万円

１株当たり当期純損失 △71,064 円 △22,580 円 △17,239 円

１株当たり配当金 ― ― ―

（注４）監査法人による監査を受けた数値ではありません。 

 

３．株式取得の相手先の概要 

（１）氏名 岩田 文行 

（２）住所 東京都多摩市 

（３）上場会社と当該個人の関係 該当事項はありません。 
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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 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：０％） 

（２）取得株式数 2,514 株 

（議決権の数：2,514 個） 

（取得予定価額：10 百万円） 

（３）取得価額 株式会社ニッポンムービーの普通株式（予定） 10 百万円 

アドバイザリー費用等（概算）             7 百万円 

合計（概算額）                   17 百万円 

（４）異動後の所有株式数 2,514 株 

（議決権の数：2,514 個） 

（議決権所有割合：96.9％） 

 

５．日程 

（１）取締役会決議日 平成 26 年２月 18 日 

（２）契約締結日 平成 26 年２月 27 日（予定） 

（３）株式譲渡実行日 平成 26 年３月１日（予定） 

 

６．今後の見通し 

 本件の株式取得により、株式会社ニッポンムービーは当社の連結子会社に該当することになりますが、

取得日が平成 26 年３月１日予定のため、当社の平成 26 年２月期の連結業績に同社の業績は反映されませ

ん。なお、平成 26 年２月期の決算短信において発表する予定の平成 27 年 2 月期の連結業績予想には、同

社の業績予想も反映させ、開示する予定です。 

 

以  上 


