
 

平成 29 年 12 月 15 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社  コ    メ    兵 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  石 原 卓 児 

（コード番号：2780  東証第二部・名証第二部） 

問合せ先 取締役経営企画部担当  鳥 田 一 利 

（TEL. 052-249-5366） 

 

株式会社イヴコーポレーション及び株式会社アークマーケティング
ジャパンの株式取得（100％子会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 29 年 12 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会

社イヴコーポレーション及び株式会社アークマーケティングジャパンの株式を取

得し 100％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． 株式の取得の理由 

株式会社イヴコーポレーションは、主にＥＣ販売及びリアル店１店舗でアパレ

ル事業及びスニーカー事業を展開し、株式会社アークマーケティングジャパンは、

主にＥＣ販売でシューケア用品事業を行っている企業であります。株式会社イヴコ

ーポレーションの行うアパレル事業では、並行輸入によるＥＣ販売での優位性を持

ち、また、プレミアムスニーカーに特化した事業をＥＣ販売と専門店での流通により

行い、ユーザーの囲い込みを行っております。株式会社アークマーケティングジャ

パンの行うシューケア用品事業では、ＥＣでの品揃え日本一を掲げ、ロングテー

ルニーズに対応する商品構成を展開しております。 

現在、当社を取巻くリユース・リサイクル業界は、CtoC フリマアプリの台頭や、

シェアリングエコノミービジネスの成長、ＥＣとリアル店舗の融合によるオムニチャ

ネルの充実等により業界全体が注目を浴び、買取・販売競争は激化の一途を辿ってお

ります。このため、当社は株式会社イヴコーポレーション及び株式会社アークマー

ケティングジャパンの子会社化によって当社ファッションリユース事業とのアパレ

ル、スニーカー、シューケア商材の専門性強化等の面でシナジーを図り他社との差別

化を推進することで、経営の安定性を高め企業価値を向上してまいります。 
 
２． 異動する子会社（株式会社イヴコーポレーション）の概要 

(1) 名称     株式会社イヴコーポレーション 

(2) 代表者    代表取締役社長 彌勒地 誠 

(3) 所在地    東京都目黒区自由が丘２丁目 9番 3号志村ビル２階 



 

  

(4) 設立年月日  平成 22年５月 13日 

(5) 事業の内容  日用雑貨、衣料品、アクセサリー等の輸出入、卸売及び販売 

       インターネットを利用した通信販売業等、 

古物商  

(6) 資本金の額  9,000 千円 

(7) 大株主及び持株比率  彌勒地 誠     100.0％ 

(8) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係、いずれも該当事項ありません。 

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成 27 年４月期 平成 28 年４月期 平成 29 年４月期 

総資産（百万円） 202 263 424 

純資産（百万円） 54 87 151 

売上高（百万円） 441 601 771 

営業利益（百万円） 43 47 94 

経常利益（百万円） 41 45 95 

当期純利益（百万円） 26 33 64 

一株当たり当期純利益（円） 146,885 186,543 355,952 

一株当たり配当金（円） － － － 

 

３． 株式取得の相手先の概要 

(1) 氏名     彌勒地 誠 

(2) 住所     東京都世田谷区 

(3) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係、いずれも該当事項ありません。 

 

４． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数    0 株（所有割合   0％） 

(2) 取得株式数       180 株（所有割合 100％、取得価額 守秘義務契約を

締結していることから、開示を控えさせていただきます。） 

(3) 異動後の所有株式数   180 株（所有割合 100％） 

 

５． 異動する子会社（株式会社アークマーケティングジャパン）の概要 

(1) 名称     株式会社アークマーケティングジャパン 

(2) 代表者    代表取締役社長 彌勒地 誠 

(3) 所在地    東京都目黒区自由が丘２丁目 9番 3号志村ビル２階 

(4) 設立年月日  平成 25年８月１日 

(5) 事業の内容  シューケア用品の販売、靴メンテナンスサービス等 

(6) 資本金の額  1,000 千円 



 

  

(7) 大株主及び持株比率  彌勒地 誠     100.0％ 

(8) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係、いずれも該当事項ありません。 

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成 27 年７月期 平成 28 年７月期 平成 29 年７月期 

総資産（百万円） 26 64 60 

純資産（百万円） 7 13 13 

売上高（百万円） 146 243 149 

営業利益（百万円） 6 7 0 

経常利益（百万円） 6 7 0 

当期純利益（百万円） 5 6 0 

一株当たり当期純利益（円） 267,015 301,585 3,625 

一株当たり配当金（円） － － － 

 

６． 株式取得の相手先の概要 

(1) 氏名     彌勒地 誠 

(2) 住所     東京都世田谷区 

(3) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係、いずれも該当事項ありません。 

 

７． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数    0 株（所有割合   0％） 

(2) 取得株式数        20 株（所有割合 100％、取得価額 守秘義務契約を

締結していることから、開示を控えさせていただきます。） 

(3) 異動後の所有株式数    20 株（所有割合 100％） 

 

８． 日程 

(1) 取締役会決議    平成 29 年 12 月 15 日 

(2) 株式譲渡契約締結  平成 29 年 12 月 15 日 

(3) 株式譲渡実行日   平成 29 年 12 月 15 日（予定） 

 

９． 今後の見通し   

本件による平成 30 年３月期業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、

今後適時開示が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。 

 

 

 

 



 

  

10.  その他 

対象会社の代表取締役社長には三輪 雅貴（当社取締役）が就任いたします。なお、

前代表取締役社長の彌勒地 誠は相談役に就任いたします。 

以上 
（参考）当期連結業績予想（平成 29 年８月 14 日公表分）及び前期連結実績 

 
 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株式に帰属

する当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成30年3月期） 
43,300 百万円 1,330 百万円 1,330 百万円 800 百万円 

前期連結実績 

（平成29年3月期） 
40,134 百万円 832 百万円 815 百万円 355 百万円 

 


