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KeePer 技研株式会社との資本業務提携（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ
当社は、本日付の取締役会決議により、カーコーティング、洗車用ケミカルと機器等の開発・製造・
販売を行う KeePer 技研株式会社（東証一部・名証一部上場、以下「KeePer 技研」といいます。）との
間で資本業務提携を行い、KeePer 技研株式の一部を、KeePer 技研の複数の大株主から取得し、KeePer
技研を当社の持分法適用関連会社とすることについて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. 資本業務提携の理由、目的
KeePer 技研は、全国のガソリンスタンドを中心としたカーアフターマーケットに、カーコー
ティングのためのケミカルをはじめ、道具、機械類の開発・製造、販売を行う「キーパー製品等関
連事業」及び直営店として一般の消費者にカーコーティング等のサービスを直接提供する「カー
コーティングと洗車の専門店」の「キーパーLABO 運営事業」を運営しており、カーコーティング
マーケットにおいては、ブランドの認知度を含め、日本国内では圧倒的なナンバー・ワン企業であ
ります。
一方、当社は国内外において、新車ディーラーを中心とした自動車販売関連事業を展開しており、
積極的なＭ＆Ａ戦略により業容を拡大し、連結業績の継続的な成長を果たしております。
このような状況の下、当社と KeePer 技研は、当社が KeePer 技研の株式を取得することで、円滑
かつ迅速に協力関係を築き、これまで培ってきた各々のノウハウや強みを活かし、当社のグループ
会社における KeePer 技研製品及びサービスの取扱いに加え、KeePer 技研の海外進出における当社
グループの海外子会社との連携等も視野に、当社グループ及び KeePer 技研の業容拡大を図り、当
社及び KeePer 技研の企業価値の更なる向上に取り組んで参ります。

２. 資本業務提携の内容
両社は、以下のような業務提携を実施する予定ですが、その具体的な方法及び内容につきまして
は、今後両社でさらなる協議を進めてまいります。
（１）営業活動における提携
・営業情報・ノウハウの共有。

・顧客に包括的なサービスを提供するための共同提案活動。
（２）技術・人材面における提携
・両社が強みを持つ技術・ノウハウの相互活用に向けた人材交流。
（３）KeePer 技研のネットワークの活用
・KeePer 技研が持つ全国約 6,000 か所の KeePer PRO SHOP ネットワークを有効に活用して、新
たなビジネスの構築を試みる。
（４）当社グループの海外子会社の活用
・KeePer 技研の海外進出の早期実現に向け、当社グループの海外拠点、海外人材や海外進出ノ
ウハウ等を活用する。

３. 資本業務提携先（持分法適用関連会社となる会社）の概要
（１）名称

KeePer 技研株式会社

（２）所在地

愛知県大府市吉川町４丁目 17 番地

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長

（４）事業内容

・カーコーティング、洗車用ケミカルと機器等の開発・製造・販売

賀来

聡介

・カーコーティング技術認定店「キーパープロショップ」の展開
・カーコーティング＆洗車の専門店「キーパーLABO」の運営
（５）資本金

1,345,867 千円

（６）設立年月日

1993 年 2 月 15 日

（７）大株主及び持株比率

谷 好通

16.59％

株式会社タニ

15.84％

（2019 年 6 月 30 日現在）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

7.65％

賀来 聡介

7.59％

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

4.57％

ENEOS トレーディング株式会社

4.54％

鈴置 力親

4.32％

野村信託銀行株式会社(信託口)

3.11％

名古屋中小企業投資育成株式会社

2.95％

谷 キヌ

2.81％

（８）上場会社と当該会社

資本関係

該当事項はありません。

との間の関係

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

関連当事者への該当状況

該当事項はありません。

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状況
決算期

2017 年６月期

2018 年６月期

2019 年６月期

純資産

3,918,465 千円

4,368,148 千円

5,086,305 千円

総資産

5,789,645 千円

6,953,552 千円

7,838,516 千円

278.18 円

309.76 円

360.68 円

一株当たり純資産

売上高

6,999,357 千円

7,314,437 千円

8,321,033 千円

営業利益

1,015,373 千円

872,098 千円

1,286,606 千円

経常利益

1,017,422 千円

889,913 千円

1,301,856 千円

649,048 千円

582,584 千円

845,661 円

一株当たり当期純利益

45.67 円

41.33 円

59.97 円

一株当たり配当金

19.00 円

9.00 円

12.00 円

当期純利益

４. 資本業務提携における取得株式数、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

（議決権所有割合：0％）

（２）取得株式数

2,828,800 株

（議決権所有割合：20.06％）

（３）取得価額

KeePer 技研株式会社の普通株式

（４）異動後の所有株式数

2,828,800 株

4,081 百万円

（議決権の数：28,288 個）
（議決権所有割合：20.06％）

５. 日程
（１）取締役会決議日

2019 年９月 20 日（金）

（２）株式譲渡契約書締結日

2019 年９月 20 日（金）

（３）株式譲渡実行日（受渡日）

2019 年 10 月 1 日（火）

（予定）

６. 今後の見通し
2020 年３月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。今後、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

（参考）当期連結業績予想（2019 年 5 月 13 日公表分）及び前期連結実績
売上収益
当期連結業績予想
（2020 年３月期）
前期連結実績
（2019 年３月期）
※

営業利益

税引前利益

親会社の所有者に
帰属する当期利益

225,000 百万円

8,300 百万円

8,000 百万円

4,700 百万円

218,848 百万円

6,936 百万円

6,630 百万円

4,121 百万円

当社は、2019 年 3 月期の有価証券報告書より、ＩＦＲＳを任意適用することとしたため、当期連
結業績予想はＩＦＲＳに基づき算定しており、前期連結実績（2019 年 3 月期）についても、ＩＦ
ＲＳに準拠した数値を掲載しております。

