
 平成 24 年 12 月 17 日 
各      位 

上場会社名   ムーンバット株式会社 
代表者      代表取締役・社長執行役員 中村 卓司      
（コード番号  8115） 
問合せ先責任者 執行役員 管理本部長 山田 隆二         
（TEL．     075－361－0381） 

 
 
 

 
株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

 当社は平成 24 年 12 月 17 日開催の取締役会において、以下のとおり株式会社グローリーの株式を取得し子会

社化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．株式取得の理由 

海外生産にかかる工賃や原材料等が上昇する中、高品質を維持しつつ、安定的かつ、コストを抑えた生産体

制を強化することが急務となってきております。 

 海外現地メーカーとの有力な紐帯関係を有する株式会社グローリーは、当社にとって永年に亘る主力仕入先

でもあり、本件株式取得は当社の洋傘事業とのシナジー効果並びに、今後の中長期的な企業基盤の強化に資す

るものと考えております。 

 

２．異動の方法 
当社は、譲受予定日を平成 24 年 12 月 21 日として、株式会社グローリーの発行済株式 3,000 株のうち、自己株式

を除く 1,820 株のすべてを取得し、株式会社グローリーは連結子会社となる予定です。なお、本件株式取得資金につ

きましては、自己資金の充当を予定しております。 
 

３．異動する子会社（株式会社グローリー）の概要 
（１）  名称 株式会社グローリー 

（２）  所在地 京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 番地 

（３）  代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山西 英治 

（４）  事業内容 パラソル等の製造・販売 

（５）  資本金 35,200 千円（平成 24 年３月 31 日現在） 

（６）  設立年月日 昭和 61 年 10 月 18 日 

（７）  大株主及び持株比率 東京ファッションプランニング株式会社  100％ 
※自己株式を除いております 

（８）  上場会社と当該会社との関係 

資本関係 

当社が保有する当該会社

の株式の数 0 株

当該会社が保有する当社

の株式の数 79,020 株

人的関係 当社は当該会社に従業員を出向させております。 

取引関係 当該会社は、当社からの発注商品を製造し、当社へ販

売しております。 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社の代表取締役社長は、当社の連結子会社の代

表取締役会長を兼任しており、当社の関連当事者に該

当いたします。 
（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 平成 22 年 11 月期 平成 23 年 11 月期 平成 24 年３月期 

純資産 86,215 千円 94,577 千円 44,676 千円

総資産 338,934 千円 243,321 千円 720,086 千円

１株当たり純資産 47,370 円 51,965 円 24,547 円

売上高 670,120 千円 950,561 千円 313,568 千円



営業利益 34,856 千円 24,028 千円 △16,313 千円

経常利益 28,289 千円 18,552 千円 △9,039 千円

当期純利益 10,093 千円 8,361 千円 △49,900 千円

１株当たり当期純利益 5,545 円 4,594 円 △27,418 円

（注）決算期の変更に伴い、平成 24 年３月期は４ヶ月決算となっております。 
 

４．株式取得の相手先の概要 
（１）  名称 東京ファッションプランニング株式会社 

（２）  所在地 京都市右京区西院清水町 19 番地 

（３）  代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山田 桂子 

（４）  事業内容 不動産賃貸事業、物流業務受託事業、デザイン企画事業 

（５）  資本金 48,720 千円（平成 24 年３月 31 日現在） 

（６）  設立年月日 昭和 26 年１月 27 日 

（７）  純資産 △651,980 千円（平成 24 年３月 31 日現在） 

（８）  総資産 2,448,685 千円（平成 24 年３月 31 日現在） 

（９）  上場会社と当該会社との関係 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者の間には、特筆すべき資本関係はありませ

ん。 
人的関係 当社は当該会社に従業員を出向させております。 

取引関係 
当該会社は、当社と物流業務、商品のデザイン企画に

ついて業務受託契約をしており、不動産賃貸について

は不動産賃貸契約をしております。 
関連当事者へ

の該当状況 該当事項はありません。 

 
５．取得株式数、取得価額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 －株（議決権所有割合：０％） 

（２）  取得株式数 1,820 株（取得価額：140,000 千円） 

（３）  異動後の所有株式数 1,820 株（議決権所有割合：100％） 

（４）  取得価額の算定根拠 取得価額は、独立した第三者が算定した評価額を基に、今後の収益性を

検討したうえで算定しております。 
 

６．日程 
（１）  取締役会決議 平成 24 年 12 月 17 日 

（２）  株式譲渡契約締結日 平成 24 年 12 月 18 日（予定） 

（３）  株式譲渡期日 平成 24 年 12 月 21 日（予定） 
 

７．今後の見通し 
本件株式取得により、当該会社は当社の連結子会社となります。今後の業績への影響は現在精査中であり、影響が

認められる場合には、速やかにお知らせいたします。 
 
 

以 上 


