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子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社タイテックの子会社

である株式会社エルモシステムビジネスの株式を、株式会社 SOA ソリューションズ及びその経営

者に譲渡（売却）することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件株式譲渡により、株式会社エルモシステムビジネスは当社の連結子会社から除外さ

れることになります。 

 

記 

 

 

1. 今回の事業譲渡の目的 

 当社グループは、「オプト・エレクトロニクス技術を核に様々な製品とサービスを提供し、グロ

ーバルな「人と社会」に貢献する」という経営理念のもと４つの事業「教育」「ＦＡ」「医療」「安

全・生活」分野にフォーカスし、事業拡大を図っております。 

当社の連結子会社である株式会社タイテックは、平成 27 年 1 月より ERP 導入・開発支援を主軸

とするシステムインテグレーションを開始しています。その事業域強化として平成 27 年 2 月に同

じく連結子会社である株式会社エルモ社の子会社で、中堅企業・中小企業向けに IT インフラ・オ

フィスインフラのトータルサービスを行う株式会社エルモシステムビジネスを譲り受け統合を視

野に入れて活動をしてきました。（平成 27 年 2 月 26 日付開示資料『グループ子会社異動によるシ

ステム事業強化に関するお知らせ』ご参照） 

しかしながら、株式会社エルモシステムビジネスの販売が小規模なソフト販売が中心となって

きた為、株式会社タイテックの子会社として事業展開するよりもオフィス機器等を販売する関連

会社である株式会社 SOA ソリューションズと連携した方がシナジー効果が高く見込まれると判

断し、株式を譲渡するものであります。 

  



2. 異動する子会社の概要 

(1) 異動する子会社の概要                   平成 27 年 12 月 31 日現在 

名称 株式会社エルモシステムビジネス 

所在地 東京都港区三田 3 丁目 12 番 16 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 武田 篤 

事業内容 マルチメディア・ネットワークシステム対応商品ソフト 
開発及び販売等 

資本金 60,000 千円 

設立年月日 平成 9 年 10 月 31 日 

大株主及び持分比率 株式会社タイテック 80.00%（注） 

コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

10.00% 

株式会社 CIJ ネクスト 3.33% 

株式会社沖データ 3.33% 

株式会社エス・ワイ・シー 3.33% 

当社と当該会社の関係 

資本関係 
当社連結子会社株式会社タイテックは、当該会

社の出資持分の 80.00%を保有しております。

人的関係 
当社取締役及び従業員 3 名が、当該会社の取締

役を兼務しております。 

取引関係 記載すべき取引関係はございません。 

当該会社の最近 3 年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 25 年 12 月 平成 26 年 12 月 平成 27 年 12 月 

純資産 69,400 千円 67,031 千円 67,731 千円

総資産 98,854 千円 100,091 千円 88,863 千円

1 株当たり純資産 57,833 円 55,859 円 56,443 円

売上高 308,004 千円 291,134 千円 272,099 千円

営業利益 5,547 千円 224 千円 363 千円

経常利益 5,980 千円 655 千円 796 千円

当期純利益 6,480 千円 222 千円 668 千円

1 株当たり当期純利益 5,400 円 185 円 557 円

1 株当たり配当金 2,500 円 － －

   (注)株式会社タイテックはテクノホライゾン・ホールディグス株式会社の 100.0%子会社 

 

3. 株式譲渡の相手方の概要 

(1) 株式譲渡の相手先は以下であります 

   ①                            平成 28 年 3 月 31 日現在 

名称 株式会社 SOA ソリューションズ（注 1） 

所在地 大阪府守口市八島町 1 番 12 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 本多 昭文 

事業内容 オフィス・環境事業、セキュリティ事業、スクールビジネ

ス、映像ソリューション 

資本金 70,000 千円 

設立年月日 平成 4 年 3 月 



純資産 126,953 千円 

総資産 591,038 千円 

大株主及び持分比率 豊田和夫 30.39% 

株式会社エルモ社 25.07%（注 2） 

コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

12.43% 

株式会社 CIJ ネクスト 10.03% 

本多昭文 6.01% 

豊田電子株式会社 3.00% 

当社と当該会社の関係 

資本関係 
当社連結子会社株式会社エルモ社は、当該会社

の出資持分の 25.07%を保有しております。 

人的関係 
当社取締役 1 名が、当該会社の取締役を兼務し

ております。 

取引関係 
当社連結子会社株式会社エルモ社は同社と製

品の販売及び仕入等取引関係があります。 

   (注 1)株式会社 SOA ソリューションズは、重要性がないため持分法の適用から除外しており 

     ます。 

  （注 2）株式会社エルモ社は、テクノホライゾン・ホールディグス株式会社の 100.0%子会社 

 

  ②株式会社 SOA ソリューションズ 役員２名  

当社と当該相手先との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はございません。

また、当該相手先は、当社の関連当事者には該当しません。 

 

 (2) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

異動前の所有株式数 960 株（議決権の数：960 個）（議決権所有割合：80.00%）

譲渡株式数 780 株（議決権の数：780 個） 

内 株式会社 SOA ソリューションズ 660 株 

  （議決権の数：660 個） 

  役員２名 120 株（議決権の数：120 個） 

譲渡価額 株式会社エルモシステムビジネスの普通株式 37,082,500 円

異動後の所有株式数 180 株（議決権の数：180 個）（議決権所有割合：15.00%）

 

(3) 日程 

取締役会決議日 平成 28 年 12 月 28 日 

契約締結日 平成 28 年 12 月 30 日（予定） 

株式譲渡実行日 平成 28 年 12 月 30 日（予定） 

 

 

4. 今後の見通し 

 今回の子会社の異動に伴い特別損失が 1,575 千円見込まれますが、連結業績への影響は軽微で

あると予想されます。影響が大きいと判断される場合は、判明次第速やかにお知らせいたします。 

 

                                         以上 


