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当社子会社における株式会社マイナビとの資本業務提携契約の締結、
並びに同社及びみずほ成長支援３号ファンドに対する第三者割当増資に関するお知らせ
当社の子会社である株式会社オープンクラウド（以下、
「オープンクラウド」
、本社：東京都渋谷区、代表取締
役：葛原 昭）は、株式会社マイナビ（以下、
「マイナビ」
、本社：東京都千代田区、代表取締役：中川 信行）
との間で、マイナビが展開するアルバイト情報サイト『マイナビバイト』とオープンクラウドが開発・提供する
録画型 Web 面接システム『ApplyNow（アプライナウ）
』との連携にあたって資本業務提携契約（以下、
「本資本業
務提携契約」
）を締結し、マイナビ及びみずほ成長支援第 3 号投資事業有限責任組合（以下、
「みずほキャピタ
ル」
、本社：東京都千代田区、代表取締役：大町 祐輔）に対する第三者割当により発行される新株式の発行
（以下、
「本第三者割当増資」
）を実行することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．本資本業務提携契約及び本第三者割当増資の目的及び理由
当社は Food Tech（フードテック）企業として、食を中心に生まれる Hospitality の提案・提供をコアコンピ
タンスとした事業を運営する企業グループです。中核事業会社である株式会社 KICHIRI におきましては自社ブラ
ンドレストランの直営展開、国内外でのフランチャイズ/ライセンス展開を行い、また、これまで培ってきた外食
事業のノウハウ「KICHIRI プラットフォーム」を活用した他社との連携・業態開発を行っています。また、ブラ
ンドホルダー企業とのジョイントベンチャー展開、大手小売事業者とのグローサラント業態の展開、コーポレー
トベンチャーキャピタルを通じた IT ベンチャー企業とのオープンイノベーションを実現するなど、事業の多角
化を進めております。
オープンクラウドは、第 4 次産業革命によってもたらされるインターネットを介した需要者と供給者の迅速な
マッチング、 オープンイノベーションの実現に寄与することを使命とし、AI 導入による省力化を含めたイノベ
ーションを各企業へ提供していくことで、 次世代のインフラとなりえるプラットフォームを作り上げるために
2010 年に設立されました。現在におきましては、職場における業務の効率化と生産性向上をサポートする最先端
の ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）活用を推進すべく、採用活動において求
職者に“スマート選考”という新たな選考手法を提供することで求職者の選考負担軽減を実現し、また人材募集
企業は応募率の向上と採用プロセス全体の効率化・最適化を実現させることが出来る録画型 Web 面接システム
「ApplyNow」
（※）の開発・販売を主軸とした事業展開をしております。
一方でマイナビは、多様な事業領域でユーザーの日常・人生をサポートする総合情報サービス企業です。主力
事業である人材ビジネス領域において、業界トップクラスの就職、転職、アルバイト等を中心とした情報サービ
スや人材紹介事業を展開。また、進学、ウエディング、ニュース、農業など、多数の生活情報メディアも運営し
ています。人と企業に情熱を持って向き合い、ユーザー動向やトレンドにあわせた情報を発信しています。

このような各社の環境・ビジョンのもと、
オープンクラウドにおきまして、
録画型 Web 面接システム
「ApplyNow」
とマイナビが展開するアルバイト情報サイト「マイナビバイト」の連携並びに新しいビジネスモデルの構築を目
的として、本資本業務提携契約を締結することとなりました。
なお、本資本業務提携により、
「ApplyNow」の導入企業は「マイナビバイト」から応募者に応募段階で録画型
Web 面接を行うことができ、従来の採用フローである求職者との面接日設定や面接時間の確保等の採用工数を削
減することが出来るようになります。一方、求職者は「マイナビバイト」から録画動画を活用して応募をするこ
とが出来るため、選考書類の作成や面接時間確保が不要となります。選考フローが短縮することで、求職者はよ
り早く就業することが可能となります。
国内における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大、並びにテレワーク導入企業の増加に伴い、時間や
場所に左右されず採用活動・採用業務が出来る録画型 Web 面接システムのニーズはますます高まる中、マイナビ
協力のもと「ApplyNow」の全国的なサービス拡販が見込まれ、また中長期的にはマイナビへの OEM 商品の提供も
行っていく予定です。
なお、本資本業務提携契約に基づき、マイナビ協力による「ApplyNow」全国拡販は 5 月下旬から、また機能の
システム連携は今秋に実装される予定です。
（※）録画型 Web 面接システム「ApplyNow」
（https://biz.applynow.jp/）
「ApplyNow」は、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末や Web カメラ付きパソコンを用いて、人材募
集企業が設定した質問に対して応募者は記述式・選択式・動画式などで答えて投稿（応募）することが出来るサ
ービスです。求職者に“スマート選考”という新たな選考手法を提供することで、求職者の選考負担軽減を実現
し、人材募集企業は応募率の向上と採用プロセス全体の効率化・最適化を実現させることが出来ます。

２. 子会社（オープンクラウド）の概要
（１）名称

株式会社オープンクラウド

（２）所在地

東京都渋谷区渋谷一丁目 17 番２号

（３）代表者

代表取締役

（４）事業内容

録画型 Web 面接システム「ApplyNow」の開発・提供 他

（５）設立年月日

2010 年 11 月４日

（６）資本金

1,400 万円

（７）決算期

６月

葛原 昭

３. 子会社（オープンクラウド）の本第三者割当増資の概要
（１）払込期日

2020 年５月 29 日

（２）調達額

138,320,000 円

（３）割当先

マイナビ、みずほキャピタル

４. 子会社（オープンクラウド）の本第三者割当増資の引受先の概要
① マイナビ
（１）名称
（２）所在地
（３）代表者

株式会社マイナビ
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号
代表取締役社長 中川 信行
(1)新聞の発行及び出版事業
(2)就職情報誌の提供、求人・採用活動に関するコンサルティング
(3)宣伝、広告、PR 業
(4)労働者派遣事業、有料職業紹介事業
(5)セミナー・講演会・講習会等、催事の企画・立案・実施
(6)人材育成、企業経営のコンサルティング、教育・研修業務
(7)進学に関する情報の提供、生徒・学生の募集に関するコンサルティング

（４）事業内容

(8)各種検定試験の運営及び運営の請負
(9)ブライダル情報の提供
(10)不動産の賃貸・譲渡に関する情報の提供、不動産の賃貸および仲介・斡旋業務
(11)旅行業、宿泊施設に関する情報の提供
(12)コンピューターソフトウェア、ゲームソフトウェア等の企画・開発・制作および販売
(13)通信回線、コンピューターシステムを利用した情報処理、情報提供サービス
(14)ヘルスケアに関する事業
(15)上記に付帯するその他の事業

（５）設立年月日
（６）資本金
（７）決算期
（８）大株主
及び持株比率

1973 年８月 15 日
21 億円 210 万円
９月
社員持株会、常勤役員、金融機関

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。なお、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。
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
(９）上場会社と
人的関係
ん。なお、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び
当該会社との関係
関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
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
取引関係
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。
(10）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
2017 年９月期
2018 年９月期
2019 年９月期
純資産
48,354 百万円
61,832 百万円
74,230 百万円
総資産
74,512 百万円
94,007 百万円
106,271 百万円
１株あたり純資産
3,890 円 12 銭
4,974 円 46 銭
5,971 円 91 銭
売上高
121,223 百万円
138,767 百万円
151,027 百万円
営業利益
20,272 百万円
24,584 百万円
25,793 百万円
経常利益
20,532 百万円
24,841 百万円
26,019 百万円
当期純利益
14,461 百万円
16,432 百万円
17,713 百万円
１株あたり純利益
1,163 円 46 銭
1,321 円 99 銭
1,425 円 07 銭
※ マイナビは非上場会社であり、先方との秘密保持契約により個別株主の持株比率に関しては、記載を控え
させていただきます。
資本関係

② みずほキャピタル
（１）名称
（２）所在地
（３）代表者
（４）事業内容
（５）設立年月日
（６）資本金
（７）決算期
（８）大株主
及び持株比率

みずほキャピタル株式会社
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
代表取締役社長 大町 祐輔
総合ベンチャーキャピタル事業
1983 年７月 27 日
９億 240 万円
12 月
みずほ銀行 その他

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。なお、みずほキャピタルはオープンクラウドの既存株主で
あります。
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
(９) 上場会社と
人的関係
ん。なお、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び
当該会社との関係
関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
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
取引関係
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。
※ みずほキャピタルは非上場会社であり、先方との秘密保持契約により個別株主の持株比率、経営成績及び
財政状態に関しては、記載を控えさせていただきます。
資本関係

５．日程
本業務提携締結日

2020 年５月 22 日

６．今後の見通し
本件に伴う 2020 年６月期の業績に与える影響は軽微ではありますが、オープンクラウドにおいて今後投資を
拡大していく上で必要な資金を確保することが出来るとともに、マイナビとより密接な関係を築くことで持続的
な成長と中長期的な企業価値向上が実現出来るものと考えております。
以 上

