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GPM Co.,Ltd.（韓国）との業務提携についてのお知らせ 

 

当社は 2019 年 5 月 31 日開催の取締役会において、GPM Co.,Ltd.（本社：韓国仁川、代表取締役 

Park Sung Jun）（以下、GPM 社）との間で業務提携契約を締結しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．業務提携の目的及び理由 

GPM 社は韓国を拠点とし、VR（*）技術を使った VR プラットフォーム「Monster VR」の開発

会社であり、VR プラットフォーム事業及び VR テーマパーク事業のサービスを提供しており

ます。 

（*）VR（Virtual Reality）：コンピューターの中で、現実に近い仮想空間を表現する技術のこと

であり、体感性のあるゲームなどにも実用化され、その他、ロボット操作や操縦シミュ

レーションなど幅広い分野への応用研究が進められております。 

 

VR プラットフォーム事業では、VR プラットフォームである「Monster VR」をコンテンツ開発

会社と VR 端末を設置する事業者に提供しております。「Monster VR」は、ホテル等の宿泊施設

に設置して VR を楽しめる端末「Monster Kit」、ネットカフェ、リゾート施設や商業複合施設等

に設置して家族やカップル、友達同士で様々な VR コンテンツを楽しめるカラオケボックス型

の「Monster CUBE」、個室タイプの「Monster ROOM」といった複数の VR 端末（ハードウェア）

があり、SDK（Software Development Kit：ソフトウェア開発キット）、決済システム、コンテン

ツ管理システムといったソフトウェアと一体となって機能しているプラットフォームであり

ます。これらのプラットフォーム上には、世界 12 か国の VR コンテンツ開発会社からゲーム、

教育、映像等のカテゴリーにおける 500 個を超えるコンテンツの提供を受けており、ユーザー

は Monster VR コインチャージシステムに金額をチャージすることにより最新の優良コンテン

ツで遊ぶことができます。 

VR テーマパーク事業では、2017 年 8 月に韓国内初の大規模 VR テーマパークである Songdo 

Monster VR をオープンし、2018 年 8 月にはロッテ百貨店 Star city 店に 45 種類の VR コンテン

ツが楽しめる Monster VR テーマパークをオープンしており、韓国内で現在 2 店舗の VR テーマ

パークが運営されております。 

 

現在、GPM 社は Monster VR 事業の海外での事業展開を進めており、日本での事業展開におい

ては、当社と GPM 社との業務提携契約により当社が進めていくこととなりました。 

当社は、GPM 社との業務提携により Monster VR 事業の日本における営業代理店として、以下

の事業を中心に Monster VR 事業を進めてまいります。 

・Monster VR プラットフォーム事業 

・Monster VR 販売代理店事業 

・Monster VR テーマパーク事業 



具体的には、Monster VR プラットフォーム事業では、VR コンテンツ開発会社及び VR 端末設

置事業者への営業活動やマーケティング活動を行っていくとともに、VR プラットフォーム及

び VR コンテンツの日本語ローカライズ化に係る開発業務、コンテンツの審査・管理業務を行

っていきます。Monster VR 販売代理店事業では、VR 端末設置事業者への VR 端末の販売代理

店業務を行っていきます。Monster VR テーマパーク事業では、日本における Monster VR の営

業代理店として、VR テーマパーク運営事業者へのライセンス提供・運営サポート業務、また、

VRテーマパーク運営事業者との共同出資によるVR テーマパーク運営業務を行っていきます。

さらに、GPM 社と協力して 5G(第 5 世代移動通信システム)通信技術を利用した次世代の SNS

の企画・開発も行っていく予定です。 

 

２．業務提携の内容 

GPM 社は、Monster VR 事業の日本での事業展開において、GPM 社が所有する知的財産権を含

む権利を当社に使用許諾し、これに必要な非独占的かつ譲渡不可能なライセンスを付与します。

付与された権利に基づき、当社はプラットフォーム事業及びテーマパーク事業に関して、日本

国内の顧客と契約を締結し以下の業務を行います。 

・Monster VR 端末の販売 

・Monster VR 端末の保守 

・Monster VR ライセンスに係るサブライセンスの付与 

 

３．GPM 社の概要 

(1)名称 GPM Co.,Ltd. 

(2)所在地 4F, 24, Songdogwahak-ro 84 beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Korea 

(3)代表者の役

職・氏名 

代表取締役 Park Sung Jun 

(4)事業内容 VR プラットフォーム事業/VR テーマパーク事業 

(5)資本金 441 百万韓国ウォン 

(6)設立年月日 2010 年 5 月 31 日 

(7)大株主及び

持株比率 

Park Sung Jun  

2010KIF-キャプストン IT 選民投資組合 

46.79％ 

15.67％ 

(8)上場会社と

当該会社との

間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

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との間には、特筆すべき人的
関係はありません。 

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との間には、特筆すべき取引
関係はありません。 

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。 

(9)当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状況 

決算期 2016 年 12 月期 2017 年 12 月期 2018 年 12 月期 

連結純資産 △2,067 百万韓国ｳｫﾝ 

(△204 百万円) 

△2,279 百万韓国ｳｫﾝ 

(△225 百万円) 

△2,653 百万韓国ｳｫﾝ 

(△262 百万円) 

連結総資産 975 百万韓国ｳｫﾝ 

(96 百万円) 

2,195 百万韓国ｳｫﾝ 

(217 百万円) 

5,100 百万韓国ｳｫﾝ 

(504 百万円) 

1 株当たり連結純資産 △2,672 韓国ｳｫﾝ 

(△264 円) 

△2,809 韓国ｳｫﾝ 

(△278 円) 

△3,003 韓国ｳｫﾝ 

(△297 円) 

連結売上高 1,657 百万韓国ｳｫﾝ 

(164 百万円) 

1,664 百万韓国ｳｫﾝ 

(164 百万円) 

3,300 百万韓国ｳｫﾝ 

(326 百万円) 



連結営業利益 △1 百万韓国ｳｫﾝ 

(0 百万円) 

△2,011 百万韓国ｳｫﾝ 

(△199 百万円) 

△5,494 百万韓国ｳｫﾝ 

(△543 百万円) 

連結経常利益 △741 百万韓国ｳｫﾝ 

(△73 百万円) 

△1,392 百万韓国ｳｫﾝ 

(△137 百万円) 

△6,344 百万韓国ｳｫﾝ 

(△628 百万円) 

親会社株主に帰属する
当期純利益 

△741 百万韓国ｳｫﾝ 

(△73 百万円) 

△1,392 百万韓国ｳｫﾝ 

(△137 百万円) 

△6,344 百万韓国ｳｫﾝ 

(△628 百万円) 

1株当たり連結当期純利
益 

△962 韓国ｳｫﾝ 

(△95 円) 

△1,743 韓国ｳｫﾝ 

(△172 円) 

△7,308 韓国ｳｫﾝ 

(△723 円) 

1 株当たり配当金 － － － 

 

４．日 程 

（1）取締役会決議日 2019 年 5 月 31 日 

（2）契約締結日 2019 年 5 月 31 日 

（3）事業開始日 2019 年 7 月 1 日（予定） 

 

５．今後の見通し 

本件による当社の連結業績への影響は、現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は、

判明次第速やかに公表いたします。 

 

 

以   上 


