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子会社の異動及び持分法適用に伴う再測定による損失の計上に関するお知らせ
当社は、2016 年 12 月 22 日開催の取締役会において、取締役兼執行役である穐田誉輝（以下、「穐田
氏」という。）と締結していました株式会社みんなのウェディングに関する株主間契約（※）について
解約することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。
当社は国際会計基準(以下、「IFRS」という。)を適用しており、今回の株主間契約の解約により、株
式会社みんなのウェディングは当社の連結子会社から持分法適用関連会社となります。
また、今回の異動に伴い、2016 年 12 月期決算の連結決算（IFRS）において、持分法適用に伴う再測
定による損失を金融費用に計上する見込みです。
※

当社と穐田氏は、2015 年４月 21 日付で開示した「株式会社みんなのウェディング株券（証券
コード 3685）に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携に関するお知らせ」に記載
された株主間契約書（その後の変更を含む。）を締結していました。当該株主間契約書におい
て、穐田氏は、その所有する株式会社みんなのウェディング株式の全てについて、当社の指示
に従い議決権を行使すること及び当社の承諾なく譲渡等の処分を行わないことを合意していま
した。
記

1． 株主間契約の解約の理由
本日開示した「執行役の辞任に関するお知らせ」に記載のとおり、取締役兼執行役である穐田氏
の執行役辞任（予定）に伴い、穐田氏と締結していました株主間契約についても解約することとし
ました。
2． 異動する子会社（株式会社みんなのウェディング）の概要
（１）名
称 株式会社みんなのウェディング
（２）所
在
地 東京都中央区築地一丁目 13 番１号
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 石渡 進介
（４）事業内容
結婚式場の口コミサイト運営事業
（５）資本金
1,455 百万円（2016 年９月 30 日現在）
（６）設立年月日
2010 年 10 月１日
（７）大株主及び持株比率 クックパッド株式会社
（2016 年 9 月 30 日現在）
穐田 誉輝
飯尾 慶介
ＹＪ１号投資事業組合
Globis Fund Ⅲ,L.P.
（常任代理人 SMBC 日興証券株式会社）
株式会社ディー・エヌ・エー
石渡 進介
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）

26.00％
12.70％
7.62％
7.61％
5.61％
5.29％
4.19％
3.03％
2.16％
2.07％

（８）上場会社と当該会社
との間の関係

資本関係

当社は、当該会社の発行済み株式の 26.00％及び間接
所有分（※１）12.70％を所有しています。
人的関係
当該会社の代表取締役１名を含む取締役４名及び従業
員６名を当社役職員が兼務しています。
取引関係
当社は、2016 年 12 月期において、同社との間でソフ
トウェアの開発業務等の取引があります。
（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期
2014 年９月期
2015 年９月期
2016 年９月期
純資産
3,158,191 千円
3,074,351 千円
3,265,204 千円
総資産
3,528,099 千円
3,354,320 千円
3,566,713 千円
１株当たり純資産
414.61 円
411.93 円
423.50 円
売上高
1,504,194 千円
1,888,760 千円
1,703,261 千円
営業利益
327,318 千円
169,263 千円
234,750 千円
経常利益
292,241 千円
172,136 千円
236,232 千円
当期純利益
183,030 千円
115,524 千円
152,088 千円
１株当たり当期純利益
27.07 円
15.43 円
19.89 円
１株当たり配当金
‐
‐
‐
※１ 当社は IFRS を適用しており、当社が所有する株式会社みんなのウェディングの持株比率は
26.00％ですが、事実上の代理人（穐田氏）が所有するもの（以下、「間接所有分」という。）
を間接所有として含めると 38.71％となり、当社役職員が同社の取締役の過半数を占めている
こと等により当該会社を支配していると判断し、子会社に含めていました。
3． 異動前後の所有株式の状況（IFRS）
（1） 異動前の所有株式数
2,047,000 株（間接所有分 1,000,000 株）
（議決権の数：20,470 個）（間接所有分 10,000 個）
（議決権所有割合：26.00％）（間接所有分 12.70％）
（2） 譲渡株式数
-株
（議決権の数：-個）
（3） 譲渡価格
（4） 異動後の所有株式数
2,047,000 株（間接所有分 -株）
（議決権の数：20,470 個）（間接所有分 -個）
（議決権所有割合：26.00％）（間接所有分 -％）
4．日程
（1） 取締役会決議日
（2） 株主間契約解約日

2016 年 12 月 22 日
2016 年 12 月 22 日

5．損失の内容及び今後の見通し
今回の株主間契約の解約により、当社の株式会社みんなのウェディングに対する議決権所有割合が
間接所有分を含めると 38.71％から 26.00％となり、支配を喪失したと判断されるため、当社の連結
子会社から持分法適用関連会社となります。これに伴い、2016 年 12 月期決算の連結決算（IFRS）に
おいて、持分法適用に伴う再測定による損失を金融費用として 1,277 百万円計上する見込みですが、
現在金額については精査中です。精査の結果、開示が必要と判断された場合には、速やかに開示しま
す。
また、2016 年 12 月期決算の個別決算（日本基準）において、本件による影響はありません。

（参考）異動前後の所有株式の状況（日本基準）
株式会社みんなのウェディングは、日本基準上、当社の特定子会社に該当していました。2016年12
月22日付の当社子会社における役員の異動により、当社及びその緊密な者等が所有する当該特定子会
社の議決権数の所有割合が過半数を下回ったため、本日付で財務諸表等規則第８条第３項及び４項に
規定する子会社に該当しなくなりました。
（1）

異動前の所有株式数

（2）

譲渡株式数

（3）
（4）

譲渡価格
異動後の所有株式数

2,047,000 株（間接所有分 1,930,500 株）
（議決権の数：20,470 個）（間接所有分 19,305 個）
（議決権所有割合：26.00％）（間接所有分 24.52％）
-株
（議決権の数：-個）
2,047,000 株（間接所有分 1,330,000 株）
（議決権の数：20,470 個）（間接所有分 13,300 個）
（議決権所有割合：26.00％）（間接所有分 16.90％）

以

上

