
 

 

 

平成 27 年５月 25 日 

各   位 

 

 

「minne
ミ ン ネ

」を含めたハンドメイド事業強化のため「tetote
テ ト テ

」を運営する 

ＯＣアイランド株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 
 

当社は、平成 27 年５月 25 日開催の取締役会において、ＯＣアイランド株式会社（以下、ＯＣアイランド）

の株式を取得し、同社を子会社とすることについて決議いたしましたので、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、「もっとおもしろくできる」を企業理念に掲げ、2003 年の創業以来、インターネッ

トを通じて自己表現や自己実現が可能となるための環境を多くの人に提供すべく「ホスティング事業」

「EC 支援事業」「コミュニティ事業」の 3つの事業を展開し、主力のストック型サービスを中心に堅調

に拡大を続けております。 

なかでも EC 支援事業の CtoC ハンドメイドマーケット「minne」がサービス提供開始わずか２年で作家

数、作品数ともに国内 No.1 となるなど急成長をしており、今期の重点施策として「minne」をより強い

サービスへと成長させるべく、経営資源を集中し、プロモーションや組織の強化など積極的に投資を行

っております。 

一方、ＯＣアイランドは、同マーケットで国内第３位の作品数をもつ「tetote」などハンドメイドに

関連した Web サービスを展開しております。 

この度当社は、「minne」および「tetote」が培ってきたマーケティングやオペレーション手法、商品

開発ノウハウを共有し、有効活用することが、CtoC ハンドメイドマーケットのさらなる活性化につなが

ると考え、ＯＣアイランドの株式を取得しグループ企業として迎えることといたしました。 

この子会社化により作家数 14.6 万人、作品数 197 万点（重複含む、5月 22 日時点合計）となり、国

内 No.1 のポジションを強化いたします。 

今後、当社はＯＣアイランドとともに「minne」と「tetote」の両サービスで CtoC ハンドメイドマー

ケット市場を牽引し、ユーザーにとってより魅力的なサービスの提供に努めてまいります。 

 

２．異動の方法 

 当社は、ＯＣアイランドの発行済株式総数の 90.0%に相当する 5,580 株をクロバー株式会社および有

限会社オープンクローズより取得します。これによりＯＣアイランドは、当社の連結子会社となります。 

住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番１号 

会 社 名     GMO ペパボ株式会社 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 佐藤 健太郎 

 （コード番号 3633 JASDAQ） 

問い合わせ先 
取締役兼 

経 営 戦 略 部 副 部 長 
五十島 啓人 

Ｔ Ｅ Ｌ  03-5456-2622（代） 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://pepabo.com/ 



 

 

 

３．異動する子会社（ＯＣアイランド株式会社）の概要 

（１）商号 ＯＣアイランド株式会社 

（２）本店所在地 東京都新宿区新宿五丁目 11 番４号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 岡田 知己 

（４）事業内容 ハンドメイド作品が売買できるマーケットプレイス運営 

ファッション・手芸のハンドメイドコミュニティ運営 

（５）資本金の額 32 百万円 

（６）設立年月日 2006 年 10 月 30 日 

（７）大株主及び持株比率 クロバー株式会社           98.4％ 

有限会社オープンクローズ   1.6％ 

（８）上場会社と当該会社

との関係等 

資本関係 該当なし 

人的関係 該当なし 

取引関係 該当なし 

（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 24 年９月期 平成 25 年９月期 平成 26 年９月期 

純資産 57,991 千円 46,846 千円 36,832 千円 

総資産 68,845 千円 75,002 千円 95,269 千円 

1 株あたり純資産 9,353.52 円 7,555.85 円 5,940.75 円 

売上高 13,970 千円 41,347 千円 78,568 千円 

営業利益 ▲3,332 千円 ▲12,255 千円 ▲9,722 千円 

経常利益 ▲3,358 千円 ▲11,764 千円 ▲9,792 千円 

当期純利益 ▲3,538 千円 ▲11,145 千円 ▲10,013 千円 

1 株あたり当期純利益 ▲12,549.16 円 ▲1,797.67 円 ▲1,615.10 円 

1 株あたり配当金 － － － 

 

４．株式取得の相手先の概要 

① 

（１）商号 クロバー株式会社 

（２）本店所在地 大阪市東成区中道三丁目 15 番５号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岡田 康弘 

（４）事業内容 あみもの・手芸・ソーイング用品の製造と国内外への販売 

（５）資本金の額 195 百万円 

（６）設立年月日 1947 年３月 12 日 

（７）純資産 7,243 百万円 

（８）総資産 9,313 百万円 

（９）大株主及び持株比率 当該情報を入手出来なかったため、非開示 

（10）上場会社と当該会社

との関係等 

資本関係 該当なし 

人的関係 該当なし 

取引関係 該当なし 

関連当事者への該当状況 該当なし 

 



 

 

② 

（１）商号 有限会社オープンクローズ  

（２）本店所在地 東京都新宿区新宿五丁目 11 番４号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 新井 正樹 

（４）事業内容 コミュニティメディア 

ブランディングエージェント 

Web プロデュースなど 

（５）資本金の額 5 百万円 

（６）設立年月日 2005 年５月 27 日 

（７）純資産 296 千円 

（８）総資産 12,666 千円 

（９）大株主及び持株比率 当該情報を入手出来なかったため、非開示 

（10）上場会社と当該会社

との関係等 

資本関係 該当なし 

人的関係 該当なし 

取引関係 該当なし 

関連当事者への該当状況 該当なし 

 

５．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  （議決権の数：0個）  （議決権所有割合：0.0％） 

（２）取得株式数 5,580 株（議決権の数：5,580 個） 

（３）取得価額 ＯＣアイランド株式会社の普通株式 

アドバイザリー費用等（概算額） 

合計（概算額） 

99 百万円 

3 百万円 

102 百万円 

（４）異動後の所有株式数 5,580 株（議決権の数：5,580 個）（議決権所有割合：90.0％） 

 

６．日程 

（１）取締役会決議日 平成 27 年５月 25 日 

（２）契約締結日 平成 27 年５月 25 日 

（３）株式譲渡実行日 平成 27 年６月（予定） 

 

７．今後の見通し 

本件子会社化による当期の当社連結業績への影響は軽微であります。 

以上 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 27 年２月５日公表分）及び前期連結実績 

（単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成 27 年 12 月期） 
4,950 0 0 0 

前期連結実績 

（平成 26 年 12 月期） 
4,533 724 742 410 

 


