
  

 

平成 30年７月 19日 

各 位 

会 社 名：株式会社ＳＫＩＹＡＫＩ 

代表者名：代表取締役社長 宮瀬 卓也 

（コード：3995、東証マザーズ） 

問合せ先：取締役  呉島 孟倉 

 （TEL．03-5428-8378） 

 

 

当社持分法適用関連会社が実施する第三者割当増資の引受けと株式取得に伴う連結子会社化 

及び事業譲渡等並びに商号変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成30年７月 19日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社 SKIYAKI 

OFFLINE の株式を株式会社ビーイングより取得すること及び株式会社 SKIYAKI OFFLINE が実施する第三者

割当増資（以下「本増資」という。）を引受け同社を当社の連結子会社とすること、及び同社が当社の「AMIPLE

（アミプル）」事業、及びライブファンズ株式会社の「LiveFans（ライブファンズ）」事業をそれぞれ譲り受

けて新たな事業を開始すること、並びにその商号を「株式会社 SKIYAKI APPS」（以下、「SKIYAKI APPS」と

いう。）に変更することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、本増資引受後の同社の資本金は

当社の資本金の額の 100分の 10以上に相当し、特定子会社に該当することとなります。 

 

１．当社持分法適用関連会社が実施する第三者割当増資の引受けと株式取得及び事業譲渡等の概要 

 SKIYAKI APPSは、各種イベントの企画・製作・運営等の事業を行うため当社が出資し 2016年５月に設

立されました。この度、当社グループにおける事業再編にあたり同社を当社グループにおける OtoO分野

の事業を担う会社として位置付けたことに伴い、OtoO分野に関連する当社グループの事業を SKIYAKI 

APPSに集約することで OtoO分野における事業展開の加速を目指して参ります。 

 かかる目的のため、当社は本日、SKIYAKI APPSが実施する本増資の引受けと株式取得、及び当社から

SKIYAKI APPSへの「AMIPLE（アミプル）」事業の譲渡、並びに SKIYAKI APPSによるライブファンズ株式

会社からの「LiveFans（ライブファンズ）」事業の譲受を決定いたしました。 

 

２．SKIYAKI APPSが実施する本増資及び SKIYAKI APPS株式の取得方法 

 当社は、平成 30年７月 31日付で株式会社ビーイングより SKIYAKI APPS の株式 500株を取得するとと

もに、SKIYAKI APPSが実施する本増資において 19,064株を引き受ける予定です。これにより当社は

SKIYAKI APPSの議決権所有割合 77.4％を所有することとなり、SKIYAKI APPSは当社の連結子会社となる

予定です。 

 



 

３．株式会社 SKIYAKI OFFLINE の概要 

（ａ）会社名 株式会社 SKIYAKI OFFLINE 

（ｂ）所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 14番６号 

（ｃ）代表者の役職・氏名 代表取締役  戸﨑 勝弘（注１） 

（ｄ）事業内容 各種イベント・催事の企画・運営並びにこれらの受託業務等                

（ｅ）資本金 46,100千円 

（ｆ）設立年月日 平成 28年５月 10日 

（ｇ）大株主及び持分比率 株式会社 SKIYAKI 34.9% 

株式会社キッス・エンタテインメント 21.6% 

株式会社ビーイング 21.6% 

有限会社ユークリッド・エージェンシー 21.6% 

（ｈ）上場会社と当該会社との関係 資本関係 当該会社は当社の持分法適用

関連会社であります。 

人的関係 当社の取締役２名及び当社の

従業員１名が当該会社の取締

役を、また当社の取締役が当

該会社の監査役を兼務してお

ります。（注１） 

取引関係 当社から当該会社に対するイ

ベント関連業務の委託、電子

チケット発券システム提供、

総務・経理業務の受託、事務

所の賃貸、及び資金の貸付等

を行っております。 

関連当事者への該当状況 当該会社は当社の持分法適用

関連会社であり、関連当事者

に該当します。 

（ｉ）最近３年間の経営成績及び財政状態（注２） 

決算期 平成 29年 1月期 平成 30年 1月期 

純 資 産 △704千円 △7,124千円 

総 資 産 39,015千円 15,881千円 

1 株当 たり 純資産 △305.49円 △3,091.02円 

売 上 高 25,707千円 16,770千円 

営 業 損 失 ( △ ) △34,855千円 △7,350千円 

経 常 損 失 ( △ ) △35,903千円 △7,815千円 



 

当 期 純 損 失 ( △ ) △46,804千円 △6,420千円 

1 株当たり当期純損失

( △ ) 
△20,305.49円 △2,785.54円 

1 株あ たり 配当金 － － 

（注１）平成 30年７月 24日に SKIYAKI APPS（商号変更後）の臨時株主総会及び臨時取締役会を開催

し、代表取締役及び取締役を変更する予定です。 

（注２）SKIYAKI OFFLINE は平成 28年５月設立のため、最近２年間の経営成績及び財政状態を記載して

おります。 

 

４．株式取得の相手方の概要 

（ａ）氏名    株式会社ビーイング 

（ｂ）所在地 東京都港区六本木五丁目２番２号 

（ｃ）代表者の役職・氏名 代表取締役 升田 敏則 

（ｄ）事業内容 音楽・映像ソフトの企画、制作、発売及びプロモーション 

（ｅ）資本金 40,000千円 

（ｆ）設立年月日 平成 19年５月 14日  

（ｇ）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 当社のファンクラブサービスを提

供しております。 

関連当事者への該当状況 該当状況はありません。 

 

５．取得株式数及び払込金額、取得価額並びに取得前後の所有株式の状況 

（ａ）異動前の所有株式数    805株（議決権の数：805個、議決権所有割合：34.9%） 

（ｂ）第三者割当による取得株式数 19,064株（議決権の数：19,064個） 

（ｃ）第三者割当における払込金額 77,209,200円 

（ｄ）譲受による取得株式数 500株（議決権の数：500個） 

（ｅ）譲受における取得価額 10,000千円 

（ｆ）異動後の所有株式数 20,369株（議決権の数：20,369個、議決権所有割合：77.4%） 

 

６．「LiveFans（ライブファンズ）」事業の譲渡会社概要 

（ａ）名称 ライブファンズ株式会社 

（ｂ）所在地 神奈川県川崎市高津区二子五丁目８番１号 

（ｃ）代表者の役職・氏名 代表取締役  渡邉 泰光 



 

（ｄ）事業内容 音楽・映像等のコンテンツの企画、製作、販売及びライセン

ス事業等 

（ｅ）資本金 67,400千円 

（ｆ）設立年月日 平成 19年 10月 19日 

（ｇ）上場会社と当該会社との関係 

 

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。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 

７．事業譲渡及びライブファンズ株式会社からの事業譲受の概要 

 （１）「AMIPLE(アミプル)」事業について 

  （ａ）譲渡事業の内容 

     「AMIPLE(アミプル)」は、ライブコンサート、フェス、スポーツ観戦などのイベント同行者

を探すことが出来る SNSです。 

  （ｂ）譲渡事業の直前事業年度の経営成績 

 平成 30年３月期（注１） 

売上高 4,679千円 

売上総損失（△） △6,699千円 

営業損失（△） △104,506千円 

経常損失（△） △104,506千円 

   （注１）平成 30年４月まで「AMIPLE(アミプル)」事業を保有していたエキサイト株式会社にお   

ける直前事業年度の経営成績を記入しております。 

  （ｃ）譲渡事業の資産、負債の項目及び金額 

譲渡事業の資産規模につきましては、当社の連結資産規模に照らし軽微であります。負債の

引受はありません。  

（２）「LiveFans（ライブファンズ）」事業について 

  （ａ）譲受事業の内容 

     「LiveFans（ライブファンズ）」は、ライブで演奏された楽曲の情報（セットリスト）など

のライブ・フェス関連情報を提供するサービスです。 

  （ｂ）譲受事業の直前事業年度の経営成績      

 平成 29年８月期 

売上高 27,464千円 

売上総損失（△） △18,361千円 

営業損失（△） △111,353千円 

経常損失（△） △111,633千円 

 



 

 

  （ｃ）譲受事業の資産、負債の項目及び金額 

     譲受事業の資産規模につきましては、当社の連結資産規模に照らし軽微であります。負債の

引受はございません。  

 

８．事業の譲渡・譲受の日程 

（１）「AMIPLE（アミプル）」事業の譲渡について 

（ａ）当社取締役会決議 平成 30年７月 19日 

（ｂ）SKIYAKI APPS取締役会決議 平成 30年７月 24日（予定） 

（ｃ）事業譲渡契約締結日 平成 30年７月 24日（予定） 

（ｄ）事業譲渡日 平成 30年７月 24日（予定） 

（２）「LiveFans（ライブファンズ）」事業の譲受について 

（ａ）当社取締役会決議 平成 30年７月 19日 

（ｂ）SKIYAKI APPS取締役会決議 平成 30年７月 24日（予定） 

（ｃ）事業譲渡契約締結日 平成 30年７月 24日（予定） 

（ｄ）事業譲渡日 平成 30年７月 24日（予定） 

 

９．商号の変更について 

 （１）新商号 

株式会社 SKIYAKI APPS 

 （２）変更予定日 

    平成 30年７月 24日 

 （３）変更の理由 

    当社グループにおける事業再編にあたり同社を当社グループにおける OtoO分野の事業を担う会

社として位置付けたことに伴い、より事業内容に相応しい表現として商号を変更するものです。 

 

10．今後の見通し 

 SKIYAKI APPSにおける事業譲受及び新たな事業の開始並びに同社の連結子会社化に伴う、平成 31年１

月期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、

速やかにお知らせいたします。 

以上 


