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平成  21 年  ９ 月  25 日 

各      位 

 

会 社 名  株式会社リンクアンドモチベーション   

代表者名  代 表 取 締 役 社 長   小笹 芳央 

     （コード番号 2170  東証第１部） 

問合せ先  取締役 コーポレートデザイン本部長 大野 俊一 

     （TEL．  03 － 3538 － 9517 ） 

 

株式会社ミヒロツーリストの株式取得（完全子会社化）に関する 

株式譲渡基本合意書締結のお知らせ 

当社は、平成 21 年９月 24 日開催の当社取締役会における、株式会社ミヒロツーリストの株式を取得

し、子会社化するとの決議に基づき、株式会社ミヒロツーリストの株主であるソラーレホテルズアン

ドリゾーツ株式会社並びに、株式会社ミヒロツーリストと株式譲渡基本合意書を締結いたしましたの

で、以下の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式取得の目的 

当社では、創業以来、モチベーションマネジメント事業において、社員のモチベーション向上を 

目的とした教育研修・人事制度・組織風土に関するサービスを提供しております。モチベーション

を切り口とした独自のコンサルティングと実効性の高い研修プログラムは多くのお客様からの支持

を受け、現在 1,200 社以上の企業に導入頂いております。 

 一方、株式会社ミヒロツーリストは、法人向けの会議・研修の会場・宿泊手配を代行する専門エ

ージェントとしてスタートし、昨今ではインセンティブ旅行の手配、学会・国際会議などの事務局

代行、展示会・見本市などの運営・演出に至るまで、MICE（＊）の各分野において幅広いサービス

を展開しています。 

（＊）MICE：Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive（招待・優待）、Convention＆Conference

（大学・学会）、Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語。 

今回の株式取得により、当社のモチベーションマネジメント事業におけるコンサルティングや研

修・イベントプログラムに、株式会社ミヒロツーリストの各種サービスを加えることにより、顧客

企業に対してソフト（研修プログラムやイベント企画など）とハード（会場や宿泊・交通手配など）

の両面からワンストップなソリューション提供が可能になります。また、顧客企業の相互紹介によ

り、両社の顧客基盤の拡充を実現してまいります。 
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２．異動する子会社（株式会社ミヒロツーリスト）の概要 

（１） 名称 株式会社ミヒロツーリスト 

（２） 所在地 東京都港区新橋二丁目１番 10 号 第一田村町ビル９階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 久保 智明 

（４） 事業内容 研修・会議・セミナー等の企画・立案・運営サポート 

（５） 資本金 30 百万円 

（６） 設立年月日 昭和 54 年２月 

（７） 大株主及び持株比率 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 100.0％ 

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

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関

係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関

係はありません。 

（８） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関

係はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 18 年 12 期 平成 19 年 12 期 平成 20 年 12 期 

 純資産 234 百万円 239 百万円 245 百万円

 総資産 446 百万円 321 百万円 340 百万円

 １株当たり純資産 783 円 29 銭 799 円 08 銭 817 円 07 銭

 売上高 1,586 百万円 1,080 百万円 957 百万円

 営業利益 87 百万円 １百万円 10 百万円

 経常利益 87 百万円 ２百万円 11 百万円

 当期純利益 20 百万円 ４百万円 ５百万円

 １株当たり当期純利益 67 円 89 銭 15 円 79 銭 17 円 98 銭

 １株当たり配当金 ０円 ０円 ０円

 

３．株式取得の相手先（ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社）の概要 

（１） 名称 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 

（２） 所在地 東京都港区虎ノ門三丁目 22 番１号 秀和第２芝公園三丁目ビル６階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 ヴィリリトニー 

（４） 事業内容 ホテル運営業務 

（５） 資本金 2,935 百万円 

（６） 設立年月日 平成元年９月 

（７） 純資産 3,160 百万円 

（８） 総資産 7,407 百万円 

（９） 大株主及び持株比率 LSF SHR HOLDINGS SCA 100.0％ 

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

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関

係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関

係はありません。 

（10） 
上場会社と 

当該会社の関係 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関

係はありません。 
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  関連当事者

への該当 

状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。ま

た、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当

事者には該当しません。 

 

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 

（議決権の数：０個） 

（所有割合 ：０％） 

（２） 取得株式数 
300,000 株 

（議決権の数：300,000 個） 

（３） 異動後の所有株式数 

300,000 株 

（議決権の数：300,000 個） 

（所有割合 ：100.0％） 

 

５．日 程 

（１） 取締役会決議 平成 21 年９月 24 日 

（２） 株券引渡期日 平成 21 年 10 月１日 

 

６．今後の見通し 

上記の株式取得により、当社の業績予測に修正を加える影響が生じた場合には適時開示いたします。 

 

 

以 上 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 21 年８月６日公表分）及び前期連結実績 

 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 21年 12 月期） 
7,700 700 700 190 

前期連結実績 

（平成 20年 12 月期） 
8,275 1,414 1,425 818 

 

 


