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子会社の異動を伴う株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社ネッチの全株式を取得し、子会社化することを決議し

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 

 当社グループは、オンラインゲームの研究開発を核に、自社開発・自社サービスという強みを最大限

に活用し、複数タイトル展開・多国間展開・マルチプラットフォーム対応による各サービスタイトルの

展開を進めております。昨今では、当社グルーブの中核事業の一つである「オンラインクレーンゲー

ム・トレバ」事業において、同事業が属するオンラインクレーンゲームへの新規参入が相次いでおり、

当社グループを取り巻く競争環境は厳しさを増しております。 

 このような状況下において、株式会社ネッチは PlayStation®4 で初のオンラインクレーンゲームと

なる「ネットキャッチャー ネッチ」を運営しており、同事業領域における豊富な経験と優れた経営戦

略を有しております。 

 今回の株式取得による子会社化は、両社がこれまでに培った経験や技術力及び運営ノウハウを有効

活用することで、より優れた運営体制の構築と顧客基盤の強化による収益機会の拡大など、様々なシナ

ジー効果を期待できることにより、当社グループの企業価値向上に資するものと判断し、実施すること

といたしました。 

 

２． 異動する子会社の概要 

（１）名称 株式会社ネッチ 

（２）所在地 東京都豊島区池袋三丁目 34 番７号 

（３）代表者 代表取締役社長 一谷 幸一 

（４）事業内容 インターネットゲーム等配信事業 

（５）資本金 100 百万円 

（６）設立年月日 2012 年９月 10 日 

（７）大株主及び持株比率 WM グロース３号投資事業有限責任組合（40.19％） 

株式会社楽園プロジェクト（19.49％） 

BASE Partners Fund１号投資事業有限責任組合（17.98％） 

株式会社アイモバイル（7.97％） 

株式会社 arma bianca（5.21％） 

その他（9.16％） 
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（８）上場会社と当該会社の関係 資本関係 該当事項はありません。 

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）最近３年間の財政状態及び経営成績 

決算期 2019 年７月期 2020 年７月期 2021 年７月期 

純資産 111 百万円 44 百万円 △55 百万円 

総資産 217 百万円 146 百万円 63 百万円 

売上高 189 百万円  472 百万円 404 百万円 

経常利益 △4 百万円 △110 百万円 △111 百万円 

当期純利益 △37 百万円 △116 百万円 △112 百万円 

 

３． 株式取得の相手先の概要 

（１）名称 WM グロース３号投資事業有限責任組合 

（２）所在地 東京都千代田区麹町三丁目２番地 

（３）設立根拠等 
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限

責任組合 

（４）組成目的 未上場有価証券の取得等 

（５）組成日 2014 年１月１日 

（６）業務執行組合員の概要 名称 WM パートナーズ株式会社 

所在地 東京都千代田区麹町三丁目２番地 

代表者 代表取締役社長 徳永 康雄 

事業内容 プライベートエクイティ投資関連業務 

資本金 30 百万円 

（７）上場会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。 

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。 

 

（１）名称 株式会社楽園プロジェクト 

（２）所在地 東京都千代田区有楽町１丁目５番１号 

（３）代表者 代表取締役 大石 恵司 

（４）事業内容 ゲームソフトウェアの企画・制作・販売・運営 

（５）資本金 30 百万円 

（６）設立年月日 2012 年 8 月 8 日 

（７）直前事業年度の純資産及び

総資産 

純資産 80 百万円 

総資産 80 百万円 

（８）株主構成 株式会社浜友商事（66％） 

大石 恵司（34％） 

（９）上場会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。 

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。 
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（１）名称 BASE Partners Fund１号投資事業有限責任組合 

（２）所在地 東京都渋谷区恵比寿西一丁目２０番５号 

（３）設立根拠等 
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限

責任組合 

（４）組成目的 未上場有価証券の取得等 

（５）組成日 2017 年 8 月 18 日 

（６）業務執行組合員の概要 名称 BP1 有限責任事業組合 

所在地 東京都渋谷区恵比寿西二丁目２8 番 10 号 

代表者 代表組合員 山口 丈寛 

事業内容 投資事業組合の運営 

（７）上場会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。 

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。 

ファンドの出資の総額、出資者・出資比率については、開示を受けていないため記載しておりません。 

その他 5 法人、1 ファンド、1 個人より株式を取得しておりますが、上場会社と当該法人及びファンド

並びに個人との資本関係、人的関係、取引関係について、該当事項はありません。 

 

４． 取得株式数及び取得前後の所有株式数の状況 

（１）異動前の所有株式数 ０株 

（議決権の数：０個） 

（所有割合 ：０％） 

（２）取得株式数 
16,546 株 

（議決権の数：16,546 個） 

（３）異動後の所有株式数 16,546 株 

（議決権の数：16,546 個） 

（所有割合 ：100％） 

本件における株式取得価額については、譲渡会社との合意により非開示としています。 

 

５． 日程 

（１）株式譲渡実行日 2022 年４月 20 日 

 

６． 今後の見通し 

今期の当社業績に与える影響につきましては軽微であると認識しておりますが、開示すべき事項が

今後発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

 

以上 


