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平成 30年２月 23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 （ 6 7 5 7 ） 8 5 7 0 

 

 

連結子会社の異動を伴う子会社による第三者割当増資に関するお知らせ 

 

 当社連結子会社である株式会社フィスコデジタルアセットグループ（以下、「フィスコデジタル

アセットグループ」といいます。）は、平成 30年２月 21 日開催の取締役会において、第三者割当

増資を行うことを決議し、これを受け当社は本日、監査法人との協議のうえフィスコデジタルア

セットグループ及び同社の子会社を連結の範囲から除外することを決定いたしましたので、お知

らせいたします。 

 なお、これにより、フィスコデジタルアセットグループは当社の連結子会社から持分法適用関

連会社へ異動いたします。 
 

記 

 

１．異動の理由 

フィスコデジタルアセットグループにおいて仮想通貨関連ビジネス拡充、安定化のため、第三

者割当増資を実行することに伴い、当社の所有株式割合が低下することから、フィスコデジタル

アセットグループ及び同社の子会社が連結の範囲から除外されることとなりました。 

なお、当社グループとしては今後も仮想通貨・ブロックチェーン事業に注力していく方針に変

更はなく、報告セグメントへの影響はありません。 

 

２. 異動の方法 

フィスコデジタルアセットグループは、投資事業組合ＹＩＨトラスト２号、投資事業組合ＭＩ

Ｈトラスト２号、投資事業組合ＴＨトラスト２号、及び投資事業組合Ｆコインファンド２号を引

受先とする第三者割当増資を実施し、新株 396 株を発行する予定であります。これらにより当社

グループの所有株式割合は 39.55％となり、当社の連結子会社から持分法適用関連会社へ異動い

たします。 
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３．異動する子会社の概要  

①株式会社フィスコデジタルアセットグループ 

（１）名称 株式会社フィスコデジタルアセットグループ 

（２）所在地 大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 田代 昌之 

（４）事業の内容 

仮想通貨関連ビジネスを営む会社の株式又は持分を所有する

ことによる当該会社の経営管理、グループ戦略の立案及びこ

れに附帯する業務 

（５）資本金 387 百万円（平成 30 年２月 21日現在） 

（６）設立年月日 平成 29 年 10 月４日 

（７）大株主および持株比率 

株式会社フィスコ 36.16% 

株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス 17.56% 

株式会社カイカ 8.08% 

投資事業組合ＮＩトラスト 5.34% 

（平成 30年２月 21日現在） 

（８）上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 

当社は当該会社株式を10,000株（うち間接

保有分1,000株）保有しております（議決権

所有割合40.18％（うち間接保有分4.02％））

（平成30年２月21日現在）。 

人的関係 

当社取締役２名が当該会社の取締役を兼任

し、当社監査役１名が当該会社の監査役を

兼任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）最近３年間の経営成績および財政状態              （単位：百万円） 

決算期 平成 27 年 12 月期 平成 28 年 12 月期 平成 29 年 12 月期 

純資産 ― ― 735 

総資産 ― ― 797 

１株当たり連結純資産（円） ― ― 29.57 

売上高 ― ― 3 

営業利益 ― ― △1 

経常利益 ― ― △1 

当期純利益 ― ― △1 

１株当たり当期純利益（円） ― ― △50.10 

１株当たり配当金 ― ― ― 

※株式会社フィスコデジタルアセットグループは平成 29 年 10 月設立のため平成 27年 12 月期及

び平成 28年 12 月期の経営成績および財政状態については該当がありません。なお、平成 29年

12 月期につきましては本決算確定前の数字を記載しております。 

 

②株式会社フィスコ仮想通貨取引所 

（１）名称 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 

（２）所在地 大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 越智 直樹 

（４）事業の内容 

仮想通貨の取引所運営、仲介、ファイナンス、仮想通貨を利

用した金融派生商品の開発、仮想通貨の取引所運営に関する

システムの開発・販売およびコンサルティング、その他の仮

想通貨の一般サービス 

（５）資本金 387 百万円（平成 30 年２月 21日現在） 

（６）設立年月日 平成 28 年４月 12 日 

（７）大株主および持株比率 株式会社フィスコデジタルアセットグループ 100.00% 
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（平成 30年２月 21日現在） 

（８）上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 

当社は当該会社株式を2,489株（議決権比率

100.00％）間接保有しております（平成30

年２月21日現在）。 

人的関係 
当社監査役１名が当該会社の監査役を兼任

しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）最近３年間の経営成績および財政状態              （単位：百万円） 

決算期 平成 27 年 12 月期 平成 28 年 12 月期 平成 29 年 12 月期 

純資産 ― 208 802 

総資産 ― 239 3,920 

１株当たり純資産（円） ― 95,456.11 322,432.43 

売上高 ― 0 90 

営業利益 ― △16 16 

経常利益 ― △16 25 

当期純利益 ― △16 45 

１株当たり当期純利益（円） ― △7,620.81 19,488.73 

１株当たり配当金 ― ― ― 

※株式会社フィスコ仮想通貨取引所は平成29年４月設立のため平成27年12月期の経営成績およ

び財政状態については該当がありません。なお、平成 29 年 12 月期につきましては本決算確定

前の数字を記載しております。 

 

③株式会社サンダーキャピタル 

（１）名称 株式会社サンダーキャピタル 

（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 松崎 祐之 

（４）事業の内容 仮想通貨に関する投資業 

（５）資本金 50 万円（平成 30 年２月 21 日現在） 

（６）設立年月日 平成 26 年 9 月 1 日 

（７）大株主および持株比率 
株式会社フィスコデジタルアセットグループ 100.00% 

（平成 30年２月 21日現在） 

（８）上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 

当社は当該会社株式を10株（議決権比率

100.00％）間接保有しております（平成30

年２月21日現在）。 

人的関係 
当社取締役１名が当該会社の代表取締役を

兼任しております。 

取引関係 当社と業務提携契約を締結しております。 

（９）最近３年間の経営成績および財政状態              （単位：千円） 

決算期 平成 27 年 11 月期 平成 28 年 11 月期 平成 29 年 11 月期 

純資産 80 △36 21,855 

総資産 114 33 878,397 

１株当たり純資産（円） 8,056.00 △3,643.00 2,185,503.9 

売上高 ― ― 149,483 

営業利益 △86 △47 45,730 

経常利益 △86 △46 34,447 

当期純利益 △150 △116 21,891 

１株当たり当期純利益（円） △15,080.20 △11,699.00 2,189,146.9 

１株当たり配当金 ― ― ― 

※平成 29年 11 月期につきましては本決算確定前の数字を記載しております。 



4 

 

 

４．子会社による第三者割当増資の主な引受先の概要 

①投資事業組合ＹＩＨトラスト２号 

（１）名称 投資事業組合ＹＩＨトラスト２号 

（２）所在地 東京都港区虎ノ門５−３−２０ 

（３）出資の総額 60 百万円 

（４）出資者・出資比率・出

資者の概要 

業務執行組合員である株式会社ベイビーブラックス、適格機

関投資家１名及び１名の一般組合員（個人）から出資されて

おります。 

（５）業務執行組合員の概要 

名称 株式会社ベイビーブラックス 

所在地 東京都港区虎ノ門５−３−２０  

代表者の役職・

氏名 
代表取締役 畑村 秀俊 

事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理業務 

資本金 10 万円 

（６）国内代理人の概要 該当事項はありません。 

（７）上場会社と当該ファン

ドとの間の関係 

上場会社と当該

ファンドとの間

の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と業務

執行組合員との

間の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と国内

代理人との間の

関係 

該当事項はありません。 

 

②投資事業組合ＭＩＨトラスト２号 

（１）名称 投資事業組合ＭＩＨトラスト２号 

（２）所在地 東京都港区虎ノ門５−３−２０ 

（３）出資の総額 60 百万円 

（４）出資者・出資比率・出

資者の概要 

業務執行組合員である株式会社ベイビーブラックス、適格機

関投資家１名及び１名の一般組合員（個人）から出資されて

おります。 

（５）業務執行組合員の概要 

名称 株式会社ベイビーブラックス 

所在地 東京都港区虎ノ門５−３−２０  

代表者の役職・

氏名 
代表取締役 畑村 秀俊 

事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理業務 

資本金 10 万円 

（６）国内代理人の概要 該当事項はありません。 

（７）上場会社と当該ファン

ドとの間の関係 

上場会社と当該

ファンドとの間

の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と業務

執行組合員との

間の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と国内

代理人との間の

関係 

該当事項はありません。 
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③投資事業組合ＴＨトラスト２号 

（１）名称 投資事業組合ＴＨトラスト２号 

（２）所在地 東京都港区虎ノ門５−３−２０  

（３）出資の総額 58 百万円 

（４）出資者・出資比率・出

資者の概要 

業務執行組合員である株式会社ベイビーブラックス、適格機

関投資家１名及び１名の一般組合員（法人）から出資されて

おります。 

（５）業務執行組合員の概要 

名称 株式会社ベイビーブラックス 

所在地 東京都港区虎ノ門５−３−２０  

代表者の役職・

氏名 
代表取締役 畑村 秀俊 

事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理業務 

資本金 10 万円 

（６）国内代理人の概要 該当事項はありません。 

（７）上場会社と当該ファン

ドとの間の関係 

上場会社と当該

ファンドとの間

の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と業務

執行組合員との

間の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と国内

代理人との間の

関係 

該当事項はありません。 

 

④投資事業組合Ｆコインファンド２号 

（１）名称 投資事業組合Ｆコインファンド２号 

（２）所在地 東京都港区虎ノ門５−３−２０ 

（３）出資の総額 40 百万円 

（４）出資者・出資比率・出

資者の概要 

業務執行組合員である株式会社ベイビーブラックス、適格機

関投資家１名及び１名の一般組合員（法人）から出資されて

おります。 

（５）業務執行組合員の概要 

名称 株式会社ベイビーブラックス 

所在地 東京都港区虎ノ門５−３−２０ 

代表者の役職・

氏名 
代表取締役 畑村 秀俊 

事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理業務 

資本金 10 万円 

（６）国内代理人の概要 該当事項はありません。 

（７）上場会社と当該ファン

ドとの間の関係 

上場会社と当該

ファンドとの間

の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と業務

執行組合員との

間の関係 

該当事項はありません。 

上場会社と国内

代理人との間の

関係 

該当事項はありません。 
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５．子会社における第三者割当増資の概要 

（１） 払込期日 平成30年３月２日(予定) 

（２） 発行新株式数 396株 

（３） 割当先 投資事業組合ＹＩＨトラスト２号  １０９株 

投資事業組合ＭＩＨトラスト２号  １０９株 

投資事業組合ＴＨトラスト２号   １０６株 

投資事業組合Ｆコインファンド２号  ７２株 

 

６．子会社における第三者割当増資前後の当社グループの所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 10,000株（うち間接保有分1,000株） 

（議決権所有割合40.18％（うち間接

保有分4.02％）） 

（２） 異動後の所有株式数 10,000株（うち間接保有分1,000株） 

（議決権所有割合39.55％（うち間接

保有分3.95％）） 

 

 

７．日程 

（１） 子会社取締役会決議日 平成30年２月21日 

（２） 子会社臨時株主総会決議日 平成30年３月１日(予定) 

（３） 株式引受契約締結日 平成30年３月１日(予定) 

（４） 払込期日 平成30年３月２日(予定) 

 

８．今後の見通し 

本件が当社の連結業績に与える影響は、現段階においては軽微であると考えておりますが、今

後、開示の必要性が生じた際には、その内容を速やかに開示いたします。 

 

 

以 上 
 
 
 


