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平成 28 年 12 月 14 日 

各  位 

株 式 会 社 フ ィ ス コ 

代 表 取 締 役 社 長 狩野 仁志 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３８０７） 

問い合わせ先：   

取締役管理本部長 松崎 祐之 

電 話 番 号 0 3（ 57 74 ）2 44 0（代表） 

 

 

子会社の異動（株式の譲渡）に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社バーサタイル（以下、

「バーサタイル」といいます。）の発行済株式の 93.68％および FISCO International Limited（以

下、「FIL 社」といいます。）の発行済株式数の 100%を当社の連結子会社である株式会社ネクスグルー

プ（以下、「ネクスグループ」といいます。）へ譲渡することを決議いたしましたのでお知らせい

たします。 

記 

 

1. 子会社の異動の理由  

当社子会社であるバーサタイルでは、これまでコンサルティング事業を主におこなっておりまし

たが、近年同社の子会社であるイタリア法人で生産しているワインの輸入販売、服飾品の販売を

開始する等 BtoC 事業に事業内容をシフトしております。加えて、「CoSTUME NATIONAL」のトレー

ドマーク（商標権）を取得し、トレードマークのライセンス事業を開始、拡大する予定です。 

また、FIL 社は香港法人であり、主にアドバイザリー事業をおこなっております。 

一方、ネクスグループは、IoT に関連するデバイス製品提供からソリューションの提供、さらに

はフィンテックなどの先進的技術へ注力することで、様々な産業分野への通信をはじめとするソ

リューションの提供をおこない、様々なサービスの提供を目指しております。 

このような取り組みの一環として、2016 年８月にエスニック衣料・雑貨の輸入販売を行う株式

会社チチカカを子会社化し、服飾品の販売を中心とするブランドリテールプラットフォーム事業

を新たに開始いたしました。今後は、ファッション業界向けの IoT 関連サービスの開発と普及に

向けた取り組みをおこなうと共に、ブランドリテールプラットフォーム事業を同社グループの収

益の基盤の一つとして成長させることを目指しております。 

このように、ネクスグループが今後注力していくブランドリテールプラットフォーム事業とバー

サタイルが行うワインの輸入販売、服飾品の輸入販売事業とは親和性があるため、両社の連携を

高めることで同事業の強化といったシナジーやコスト削減等経営効率化が見込めると考え、バー

サタイルの株式をネクスグループに譲渡することといたしました。 

また、服飾品のみならず、ワインその他の小売事業、それを足がかりとしたアジアでの事業展開

を視野に入れた場合、香港法人であり、小売店舗の運営アドバイスの事績もある FIL 社をネクス

グループの子会社とすることが、アジアでの早期の事業展開にとっては非常に有益であると判断

いたしました。 
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今後につきましては、このようなグループ戦略の下全世界に事業を展開し、当社ないしグループ

全体の価値の向上のためより一層事業に邁進してまいります。 

 

  

２．異動する子会社の概要  

 ①株式会社バーサタイル   

（1）名称 株式会社バーサタイル 

（2）所在地 東京都港区南青山五丁目４番30号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 中川 博貴 

（4）事業内容 コンサルティング事業、酒類の輸入販売、服飾品の販売、飲食業 

（5）資本金 95百万円 

（6）設立年月日 2003年８月20日 

（7）大株主及び持株比率 株式会社フィスコ 93.68％ 

（8）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 当社は当該会社の株式を93.68％保有しておりま

す。 

人的関係 当社の取締役３名のうち２名が取締役に、１名が監

査役に就任しております。 

取引関係 貸付金があります。 

（9）当該会社の直近３年間の経営成績及び財政状態        （単位：百万円 日本円） 

決算期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期 

純資産 501 565 482 

総資産 507 581 1,711 

1株当たり純資産（円） 14,823.24 16,726.25 14,273.88 

売上高 92 93 47 

営業利益 52 54 △34 

経常利益 58 70 △71 

税引前利益 46 71 △71 

当期純利益 45 70 △72 

1株当たり当期純利益（円） 1,357.65 2,086.80 ― 

1株当たり配当金（円） ― ― ― 

 注：決算期を３月末日から12月末日に変更したため、2013年12月期につきましては、４月から

12月までの９か月間の数字を記載しております。 

 

 ②FISCO International Limited 

（1）商号 FISCO International Limited 

（2）所在地 Room1135-1139 Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road,  

Wanchai, Hong Kong 

（3）代表者の役職・氏名 Director 武田 将宣 

（4）事業の内容 情報サービス事業、投資教育事業、コンサルティング事業 

（5）資本金 25,000,000HK$（約370百万円）注１HK$＝14.8円として換算 

（6）設立年月日 2010年５月13日 

（7）大株主及び持株比率 株式会社フィスコ 100％ 

（8）上場会社と当該会社

との間の関係 

資本関係 当社は当該会社の株式を100％保有しており

ます。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（9）当該会社の直近３年間の経営成績及び財政状態        （単位：百万円 日本円） 

 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期 

純資産 274 249 456 



3 

 

総資産 276 292 468 

1株当たり純資産（円） 10.99 9.96 18.24 

売上高 126 59 16 

営業利益 14 △38 △87 

経常利益 △27 △63 △93 

税引前利益 △27 △65 △93 

当期純利益 △29 △65 △86 

1株当たり当期純利益

（円） 

― ― ― 

1株当たり配当金（円） ― ― ― 

 

 

３．株式譲渡の相手先の概要 

（1）商号 株式会社ネクスグループ 

（2）所在地 岩手県花巻市椚ノ目第２地割32番地１ 

（3）代表者の役職・ 

氏名 

代表取締役社長 秋山 司 

（4）事業の内容 グループ企業の経営戦略策定及び経営管理、介護、リハビリロボ

ット等の企画、開発、販売、農業ICTの企画、開発、販売、 

（5）資本金 1,819百万円 

（6）設立年月日 1984年４月21日 

（7）純資産 連結 4,726百万円  （単体）4,737百万円 

（8）総資産 連結 14,303百万円  （単体）9,060百万円 

（9）大株主及び 

持ち株比率 

当社                     29.15％ 

株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー  19.96％ 

株式会社ＳＪＩ                0.83％ 

（10）上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 当社は当該会社を子会社としておりま

す。（間接保有を含む出資比率49.94％） 

人的関係 当社の取締役１名が取締役に就任してお

ります。 

取引関係 借入金があります。 

関連当事者への該当

状況 

当社の連結子会社であり関連当事者に該

当いたします。 

 

 

４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況  

  株式会社バーサタイル FISCO International Limited 

異動前の所

有株式数 

31,664株 

（議決権の数：31,664個） 

（議決権所有割合：93.68％） 

25,000,000株 

（議決権の数：25,000,000個） 

（議決権所有割合：100％） 

譲渡株式数 31,664株 

（議決権の数：31,664個） 

25,000,000株 

（議決権の数：25,000,000個） 

異動後の所

有株式数 

－株 

（議決権の数：－個） 

（所有割合：－％） 

－株 

（議決権の数：－個） 

（議決権所有割合：－％） 

譲渡価額 株式：400,000千円 株式：86,000千円 

株価算定費用等（概算額）約700千円 
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５．日程 

（１）株式等譲渡に関する契約に関する取締役会決議日  2016年12月14日 

（２）株式等譲渡に関する契約締結日          2016年12月14日 

（３）株式等譲渡実行日                2016年12月30日（予定） 

 

 

６．特別損失の計上 

 当社は、本件株式譲渡に伴い、平成28年12月期の個別決算において、特別損失として関係会社

株式売却損を計上する見込みですが、金額については精査中であり、金額が確定し次第、速やか

にお知らせいたします。 

 

 

７．今後の見通し 

 本件株式譲渡に関する契約締結による平成28年12月期の当社連結業績に与える影響は精査中で

あり、業績に与える影響額が判明し次第、速やかにお知らせいたします。 

 

以上 
 


