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各  位 

株式会社システム・テクノロジー・アイ 

代表取締役社長 松 岡 秀 紀 

（証券コード：2345）東証マザーズ 

東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号 

（お問い合わせ先）執行役員管理本部長 内山 富士子 
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株式交換による株式会社翔泳社プラスの完全子会社化に関するお知らせ 
 

株式会社システム・テクノロジー・アイ（代表取締役社長 松岡秀紀、以下「システム・テクノロジー・アイ」）、株

式会社翔泳社プラス（代表取締役 佐々木幹夫、以下「翔泳社プラス」）、SE ホールディングス・アンド・インキュ

ベーションズ株式会社（代表取締役社長 速水浩二、JASDAQ 上場 コード 9478、以下「SEHI」）は、平成 19 年

2 月 28 日付けで翔泳社プラスが、システム・テクノロジー・アイの完全子会社化となることについて、本日 3 社の

取締役会においてそれぞれ決議のうえ、株式交換契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 
 
1. 株式交換による完全子会社化の目的 

翔泳社プラスは、IT エンジニア向け人材紹介、派遣業務及び書籍連動型の E-Learning（独習ゼミ）を営んで

おります。一方当社は、同じく IT を中心とした資格取得のための学習ソフトウェア「iStudy シリーズ」の製造・販売

及び日本オラクル株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社の認定研修事業を営んでおり、IT 技術者の育成に

注力しております。翔泳社プラスを完全子会社とすることで両社が保有する経営資源を活用でき、IT エンジニア

のビジネス追及と成長モデル実現に向けて大きなシナジー効果が期待できると考えております。 

 

2. 株式交換の要旨 

 

(1) 株式交換の日程 

株式交換決議取締役会 平成 19 年 2 月 28 日

株式交換契約締結 平成 19 年 2 月 28 日

株主総会基準日（予定） 平成 19 年 3 月 31 日

株式交換承認株主総会（予定） 平成 19 年 6 月 5 日

株式交換の予定日（効力発生日） 平成 19 年 7 月 1 日

株券交付日（予定） 平成 19 年 7 月 2 日



 

(2) 株式交換比率 

会社名 
株式会社システム・テクノロジー・アイ

（完全親会社） 
株式会社翔泳社プラス 
（完全子会社） 

株式交換比率 13 株 1 株 

（注）1. 株式の割当比率 

翔泳社プラスの株式 1株に対して、システム・テクノロジー・アイの株式 13 株を割当て交付いたします。 

2. 株式交換により発行する新株式数等（予定） 

普通株式 6,500 株 

3. 翔泳社プラスは、平成19年４月 1日をもって分割型吸収分割により、同一グループ会社である株式会社翔泳社より

同社が営んでいる E＆TS 事業を承継する予定であります。翔泳社プラスの発行済株式総数については、現時点で

の発行済株式総数 500 株で算出しております。 

 

(3) 株式交換比率の算定根拠等 

① 算定の基礎 

(i)DCF 方式による翔泳社プラス株式価値分析 

税理士法人UAP（以下「UAP」、東京都千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル11F）は、平成18年１

１月時点の翔泳社プラス及び株式会社翔泳社（以下「翔泳社」）E＆TS 事業部の試算表を単純合算

し、予想値においては双方の中期事業計画書を単純合算した数値をもとに、予想フリー・キャッシュ

フロー及び残存価値を用いた企業価値の分析を行っております。DCF 方式による評価の結果、翔

泳社プラスの事業価値は、1,409 百万円と算定いたしました。 

 

翔泳社プラス及び翔泳社 E＆TS 事業部合算の利益計画の概要は、下記のとおりであります。         

（単位：千円） 

 
18 年３月期 

（実績） 

19 年３月期 

（見込） 

20 年３月期 

（計画） 

２１年３月期 

（計画） 

22 年３月期 

（計画） 

売上高 322,696 512,313 644,215 862,505 1,090,385

経常利益 14,683 18,364 60,999 86,274 131,277

当期利益 8,809 11,019 36,599 51,764 78,766

純資産 15,624 3,682 ― ― ―

NOPAT 
（税引後 
営業利益） 

― 11,306 37,193 52,358 79,360

企業の景気回復に呼応して、企業におけるIT投資が加速するとともに、ITテクノロジーは身近なものにまで、
組み込まれる時代が到来しております。それらを支えるITエンジニア不足は、ますます深刻な課題になってき
ております。また、近年の若者の就業意識の変化もあり、ITエンジニアの派遣での就業形態もますます増加す
ることが予測されております。IT企業では、より優秀なITエンジニアを確保するべく、積極的な採用を展開して
おります。また、これらのITエンジニアの需要については、一過性のものでなく継続的に続くことが予測されて
います。こうした環境の中で、スキルアップを支援しながら、ITエンジニアの派遣・紹介事業を展開して 
いくことが他社との大きな差別化要因でもあると考えております。このような理由から、売上高は、今後人材紹
介登録者・人材派遣登録者の確保、営業対象企業の拡大、独習ゼミ・iStudy 等取扱商材の拡大等の要因に
より、年率約 30％増加の計画であります。又、教育事業における取引先企業に対する効率的な営業活動なら
びに人材紹介・派遣事業における人材確保、社内教育ツールの効率的な活用等の要因により、当期利益は、
年率約 100％増加の計画であります。なお、上記の数値には、株式交換によって期待できるシナジー効果は
含まれておりません。 



 

(ii)類似会社比準価額方式による翔泳社プラスの株式価値分析 

翔泳社プラスは、人材紹介・派遣ビジネスを展開しております。同業態の上場会社で類似する会社

としてクリエアナブキ（4336）、エン・ジャパン（4849）、スリープログループ（2375）の３社を挙げ、予想

数値は東洋経済新報社「会社四季報2006年秋号」の予想数値を用いております。その結果3社の

平均時価総額は 760 百万と算定いたしました。 

 

(iii)収益還元方式による翔泳社プラスの株式価値分析 

UAPは、平成19年３月期の予想利益水準をもとに、株式上場類似会社の株価益回りを用いて試算

を行っております。株価益回りは類似会社比準価額法で選定したクリエアナブキ、エン・ジャパン、

スリープログループそれぞれの株価益回りの平均値を用いております。その結果平均時価総額は

958 百万円と算定いたしました。 

 

(iv)PSR 方式による翔泳社プラスの株式価値分析 

UAPは、平成19年３月期の予想売上高をもとに、類似会社比準価額法で選定したクリエアナブキ、

エン・ジャパン、スリープログループそれぞれのPSRの平均値を用いております。その結果平均時価

総額は 1,460 百万円と算定いたしました。 

 

(v)市場株価方式によるシステム・テクノロジー・アイの株式価値分析 

19 年 1 月末日が、交換比率算定の直近月末であるため、19 年 1 月末日を基準とした過去 1

年間(18/2/1-19/1/31)の東証マザーズ市場における株価（終値）の平均値である 215,715 円

を１株あたり株式価値といたしました。 

 

(vi)分析結果 

(ｱ)評価方法の選定 

未上場会社の評価の方法には、①評価対象会社の収益や財務体質から定量的に評価する方法

（DCF 法等）、②上場会社との比準で測る方法（類似会社比準価額法、収益還元法、PSR 法等）

があります。本件株式交換が、株式上場を将来の前提とした投資的な性質のものでないこと

から上記②は適切ではなく、一般的に合併や M&A 等において被買収（被合併）会社の評価は

将来生み出すキャッシュフローを根拠として行われるケースが多いことから上記①のDCF法

が最適な手法との結論に至りました。 

 

(ｲ)株式交換比率 

上記分析を踏まえ、DCF 法に基づいた評価対象会社の事業価値 1,409 百万円を、翔泳社プラ

スの発行済株式数500株で除した2,818,000 円を評価対象会社の１株あたり株式価値とした

結果、評価対象会社とシステム・テクノロジー・アイの株式交換比率は下記のとおり 13.06:1

となりましたので、株式の割当比率は翔泳社プラス株式１株に対してシステム・テクノロジ

ー・アイ株式 13 株といたしました。 

・ 評価対象会社株式価値：システム・テクノロジー・アイ株式価値 

・ ＝2,818,000：215,715＝13.06：１ 

 

上記分析結果につき、当社取締役会は、株式交換比率につき妥当であると判断し株式交換契約を決議

いたしました。 



 

②算定の経緯 

システム・テクノロジー・アイは、翔泳社プラスとの間で株式交換比率を交渉、協議するに先立ち、

UAPに対し、第三者の立場から、交渉、協議にあたっての参考となるべき評価対象会社の事業価値

評価及び本件株式交換比率の算定を依頼しました。なお、翔泳社プラスは、システム・テクノロジ

ー・アイの事業価値評価は東証マザーズ市場株価（終値）を算定根拠とすること及び交換比率算定

にあたっては、税務申告書や、システム・テクノロジー・アイが妥当と判断した翔泳社プラス策定による事業

計画（事業計画書を策定するために使用した財務内容については、システム・テクノロジー・アイが依頼し、

公認会計士武田剛事務所「東京都品川区東五反田1-10-11」が、デューデリジェンスを行っております。）

の数値に基づいております。このため算出の基礎データが同じであること、およびＤＣＦ方式が評価の手法

として一般に広く使われる方法であることから、算定機関が1社でも複数社でも同一の結果になると判断し、

別の第三者機関に算定を依頼しておりません。 

UAP は、システム・テクノロジー・アイの依頼を受け、DCF 法（ディスカウント・キャッシュフロ

ー法）、類似会社比準価額法、収益還元法及び PSR 法（株価売上高倍率法）法により評価対象会社

の事業価値評価を行いました。上記①算定の基礎は、UAP による評価対象会社の事業価値評価及び

株式交換比率算定を参考としたものであります。 

  

③ 算定機関との関係 

UAP は、翔泳社プラス及びシステム・テクノロジー・アイにとり、連結財務諸表等規則第２条第７号又は財務

諸表等規則第 8条第 16 項に定める関連当事者には該当しません。 

 

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

翔泳社プラスは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておらず、該当事項はありません。 

 

３. 株式交換当事会社の概要 

(1) 商号 株式会社システム・テクノロジー・アイ

（完全親会社） 

株式会社翔泳社プラス（完全子会

社） 

(2) 事業内容 

IT エ ン ジ ニ ア を 中 心 と す る

E-Learning 学習ソフトウェア「iStudy

シリーズ」の開発、販売 

Oracle、IBM認定研修 

有料職業紹介事業 

一般労働者派遣事業 

(3) 設立年月日 平成 9年６月 12 日 平成 13 年１１月 1 日 

(4) 本店所在地 

東京都中央区築地一丁目１３番 14

号 

東京都新宿区舟町 5 

（注）4 月中に次の住所に移転予定

であります。新宿区舟町一丁目 18

番） 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松岡秀紀 代表取締役 佐々木幹夫 

(6) 資本金 346 百万円 17.5 百万円（18 年 12 月末） 

(7) 発行済株式数 6,843 株 500 株（18 年 12 月末） 

(8) 純資産 607,214 千円（平成 18 年１２月末） 15,624 千円（18 年３月末） 

(9) 総資産 731,275 千円（平成 18 年１２月末） 61,954 千円（18 年３月末） 

(10) 決算期 ６月 30 日 ３月 31 日 

(11) 従業員数 37 名（平成 18 年１２月末） 12 名（平成 18 年 3 月末） 

(12) 主要取引先 

㈱富士通ラーニングメディア 

㈱アルゴエデュケーションサービス 

日本オラクル㈱ 

株式会社 SRA 

株式会社シーエーシー 

株式会社エヌジェーケー 

(13) 大株主及び持株比率 
松岡 秀紀  21.36% 

SE ホールディングス・アンド・インキュ

SE ホールディングス・アンド・インキュ

ベーションズ㈱         100% 



ベーションズ㈱ 10.05% 

松岡 優子 6.58% 

（平成 18 年 12 月末） 

（平成 18 年 12 月末） 

(14) 主要取引銀行 
りそな銀行 

三菱東京 UFJ 銀行 

りそな銀行 

（15） 当事会社の関係等 

① 資本関係   

翔泳社プラスの 100％持株会社である SEHI は、当社の主要株主であります。 

② 人的関係 

該当事項はありません。 

③ 取引関係 

iStudy シリーズを翔泳社プラスと同じグループ会社である翔泳社に販売しております。 

なお、平成 18 年６月期の翔泳社への販売実績は、28 百万円であります。 

④ 関連当事者への該当状況 

該当事項はありません。 

 

(16) 最近 3年間の業績 

 株式会社システム・テクノロジー・アイ 

（完全親会社） 

株式会社翔泳社プラス 

（完全子会社） 

決算期 16/6 実績 17/6 実績 18/6 実績 16/3 実績 17/3 実績 18/3 実績

売上高（千円） 931,012 770,657 696,453 3,633 72,765 173,839

営業利益（千円） 50,676 △12,017 △47,223 △8,595 △3,693 △3,577

経常利益（千円） 45,030 △12,951 △49,819 △517 5,179 △3,666

当期純利益（千円） 26,277 △81,526 △55,595 △697 4,999 △3,746

1 株当たり当期純利

益（円） 
3,951.99 △12,054.91 △8,149.39 △3,486.03 9,999.68 △7,493.94

1 株当たり配当金

（円） 
2,000.00 ― ― ― ― ―

1 株当たり純資産

（円） 
111,570.09 97,557.18 90,574.55 28,742.26 38,741.94 31,248.00

 

  (17) 翔泳社プラスが承継する翔泳社 e＆TS 事業部企画営業課に係る事業概要 

   ①分割期日：平成 19 年４月１日（予定） 

②承継する事業内容：書籍連動型の E-Learning（独習ゼミ）事業 

   ③承継する資産・負債の状況：       （平成 19 年１月末現在）（単位：千円） 

項目 資産 項目 負債 

流動資産 10,370 流動負債 7,467 

固定資産 0 固定負債 0 

合計     10,370 合計 7,467 

 

    （注）承継資産・負債の項目及び金額は平成 19 年１月末現在の債権･債務の状況を計算基礎とし、

これに分割期日に至るまでの増減を加除して算出するため、実際に承継する金額は、上記金額

と異なる可能性があります。 

   ④承継する従業員数：３名（予定） 

   ⑤業績推移（過去３期間）（ご参考）               （単位：千円） 

 16年 3月期 17年 3月期 18年 3月期 
売上高 77,940 92,012 148,857 

営業利益 △3,758 13,904 18,349 



 

        (注)上記業績推移の計数は、翔泳社の管理会計上の計数であり会計基準に準拠したものではありま

せん。 

 

 

4. 株式交換後の状況 

(1) 商号 株式会社システム・テクノロジー・アイ 

(2) 事業内容 ITエンジニアを中心とするE-Learning学習ソフトウェア「iStudyシリーズ」の開発、販売

Oracle、IBM認定研修 

(3) 本店所在地 東京都中央区築地一丁目１３番 14 号 

(4) 代表者及び役

員の役職・氏名 

代表取締役社長 松岡秀紀 

取締役副社長  松岡優子 

取締役 山本真理 

取締役 廣田大介 

取締役 佐々木幹夫（就任予定 現翔泳社プラス社長 兼 SEHI 副社長） 

取締役 村田 斉（「完全子会社代表取締役」就任予定 現翔泳社プラス取締役）

(5) 資本金 346 百万円 

(6) 総資産 1,600 百万円（見込 連結ベース） 

(7) 純資産 1,481 百万円（見込 連結ベース） 

(8) 決算期 6 月 30 日 

(9) 会計処理の概要 

本取引は、企業結合会計基準における取得に該当いたしますが、株式交換により翔泳社プラスの持

株会社であるSEHIが、当社の連結親会社となるため取得会社である当社が被取得会社となる逆取得

に該当いたします。株式交換によって発生するのれんの金額は、当社株価を基準に算定した取得価

格から当社の純資産を差し引いた金額となる見込みであります。のれんの金額および償却年数等に

つきましては、現時点では確定しておりませんので、確定次第お知らせいたします。 

(10) 株式交換による業績への影響の見通し 

株式交換による当期の業績への影響はございません。システム・テクノロジー・アイグループとしてシナ

ジー効果を発揮させていく計画です。詳細な来期以降の業績につきましては、今後検討、決定次第

お知らせをいたします。 

以上 


