平成 30 年 7 月 31 日
各 位
会 社 名

株式会社ジェイホールディングス

代表者名

代表取締役社長 上野

真司

（コード：2721 東証ジャスダック）
問合せ先

取締役副社長
（TEL

中野

章男

03－6430－3461）

連結子会社による資本提携に関するお知らせ
当社の連結子会社である株式会社アセット・ジーニアス（以下、「AG 社」といいます。
）は、
ブロックチェーン技術を用い、分散型評価経済プラットフォームを活用した事業を行う HAPPY
INCENT PTE.LTD.（本社：シンガポール、代表者 Benedict Lee、以下、
「HI 社」といいます。）
との間で資本提携契約を締結し、AG 社が HI 社の株式を取得すること（以下、
「本資本提携」と
いいます。）を決定いたしました。また、当社においても、本日開催の取締役会において、当該
資本提携契約の締結を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記
1. 本資本提携の目的及び理由
AG 社は、本年 3 月より新たにロナルド・シドハルタを代表者に選任し、また本年 5 月 30 日
付にて商号を変更することにより、社内体制を一新し、ビジネス・プロセス・リエンジニアリン
グ、リアルエステート・テック、フィンテックの各分野における事業化、収益化を図って参りま
した。
平成 30 年 6 月 21 日付「子会社によるブロックチェーン技術を用いたプラットフォームシス
テム開発の受注に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、AG 社は、HI 社より HI 社が事
業展開を企図する分散型評価経済プラットフォームにつき、基幹システムの一部の構築に関する
発注を受け、制作業務に着手しております。
当該業務のためのコミュニケーションを通じ、AG 社と HI 社は、両社の事業における方向性
を共有し、協業の可能性を追求していくために、本資本提携を行うことについて合意に至りまし
た。
具体的には、４．に記載の通り、AG 社が HI 社の代表者である Benedict Lee 氏が保有する
HI 社株式 35,000 株（議決権所有割合 14.9％）を譲渡取引により取得いたします。
本資本提携に伴い、AG 社は HI 社が行う分散型評価経済プラットフォームにかかるシステム
開発について、今後も継続的に関与すること、また、当該プラットフォームを AG 社のリアルエ
ステート・テック事業、フィンテック事業に活用すること等を想定しております。

上記の提携業務等については、HI 社との間で詳細を協議し、業務提携契約を締結する予定であ
り、決定次第公表させて頂きます。
2. 本資本提携の相手先の概要
（1）名称

HAPPY INCENT PTE.LTD.

（2）所在地

3791 Jalan Bukit Mera,#10-17 E-Centre @ Redhill, Singapore

（3）代表者役職氏名

CEO Benedict Lee

（4）事業内容

ブロックチェーン技術を活用した ICO 関連事業

（5）資本金

235,000

（6）設立年月日

平成 30 年 4 月 18 日

（7）大株主及び持株比率

Benedict Lee 100.0%

（8）上場会社と当該

資本関係

記載すべき資本関係はありません。

会社の関係

人的関係

記載すべき人的関係はありません。

取引関係

平成 30 年 6 月 21 日付にて AG 社がシステム

シンガポールドル

開発業務の受託を行っております。
関連当事者への該

記載すべき該当事項はありません。

当状況

3. 当該子会社の概要
（1）名称

株式会社アセット・ジーニアス

（2）所在地

東京都港区新橋五丁目 14 番 10 号

（3）代表者役職氏名

代表取締役

（4）事業内容

Web ソリューション事業、システムソリューション事業、Web マ

ロナルド・シドハルタ

ーケティング事業
（5）資本金

10 百万円

（6）設立年月日

平成 25 年 6 月 3 日

（7）大株主及び持株比率

当社 100.0%

（8）上場会社と当該

資本関係

会社の関係

当社は当該会社の株式 100.0%を保有しており
ます。

人的関係

当社から役員を派遣しております。

取引関係

当社は当該会社より各年度において下記の経
営指導料を受領しております。
平成 27 年 12 月期 6 百万円、平成 28 年 12 月
期 45 百万円、平成 29 年 12 月期 59 百万円

（9）当該会社の過去 3 年間の経営成績及び財政状態
決算期
純資産

平成 27 年 12 月期

（単位：

平成 28 年 12 月期
1

33

百万円）

平成 29 年 12 月期
53

総資産

51

44

58

売上高

115

146

144

営業利益

31

49

31

経常利益

31

49

31

当期純利益

30

31

20

4．株式譲受による取得株式数、取得価額、及び株式譲受前後の所有株式の状況（AG 社譲受分）
（1）異動前の所有株式数

0株

（2）取得株式数

35,000 株

（3）異動後の所有株式数

35,000 株 （議決権の数：35,000 個、議決権所有割合：

（議決権の数：0 個、議決権所有割合：0％）
（議決権の数：35,000 個）

14.9％）
取得価額については、相手先との守秘契約により非開示とさせて頂きます。
5. 日程
（1）当社の取締役会決議日

平成 30 年 7 月 31 日

（2）資本提携契約締結日

平成 30 年 7 月 31 日

（3）株式譲渡日

平成 30 年 8 月 6 日（予定）

6. 今後の見通し
本資本提携による平成 30 年 12 月期の業績に及ぼす影響は軽微でありますが、今後、業績予
想の修正の必要性、及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。
以

上

