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子会社 ITX イー・グローバレッジ株式会社の株式の一部譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、子会社であるITXイー・グローバレッジ株式会社の株式の一部譲渡に関し、下記のとおりお知ら

せいたします。 

記 
 

[1] 株式譲渡数 1,517 株（比率 15.48%） 

譲渡前の所有株式数：9,800 株（所有割合：100％） 

譲渡後の所有株式数：8,283 株（所有割合：84.52％） 

[2] 譲渡金額 606 百万円 

 

[3] 譲渡先 

（１）譲渡先 PAN JIT INTERNATIONAL 

INC. 

（台湾 Stock Exchange ｺｰ

ﾄﾞ番号 2481） 

ADLINK 

TECHNOLOGY INC. 

（台湾 Stock Exchange 

ｺｰﾄﾞ番号 6166） 

株式会社三菱東京 UFJ

銀行 

（２）代表者 代表取締役CEO 

Jason Fang 

代表取締役社長 

Jim Liu 

頭取 畔柳 信雄 

（３）所在地 No.24 Kang Shan North 

Road, Kang Shan Town, 

Kaohsiung Hsien, Kaohsiung, 

Taiwan 

No.166 Jian Yi Road, 

Chunguho City, Taipei, 

Taiwan 

東京都千代田区丸の内

二丁目 7番 1 号 

（４）主な事業の内容 半導体関連製品および電

子関連部品製造・販売 

計測&制御、産業オー
トメーション、通信技

術の分野におけるソリ

ューション事業 

銀行業 

1 



 

（１）譲渡先 株式会社三井住友銀

行 

ジャフコ V2 共有投資事業 

有限責任組合 

ジャフコ V2-W投資事業 

有限責任組合 

ジャフコ V2-R 投資事業 

有限責任組合 

(株式会社ジャフコ) 

安田企業投資 3 号投資事

業有限責任組合 

(安田企業投資株式会社)

（２）代表者 頭取兼最高執行役員 

奥 正之 

代表取締役社長 

伊藤 俊明 

代表取締役社長 

立花 一成 

（３）所在地 東京都千代田区有楽

町一丁目 1番 2号 

東京都千代田区丸の内一丁

目 8番 2号 

東京都千代田区麹町四丁

目 2番 7 号 

（４）主な事業の内容 銀行業 ベンチャーキャピタル ベンチャーキャピタル 

 

[4] 株式一部譲渡の理由 ITX イー・グローバレッジ株式会社の重要取引先・パートナーと直接資本

関係を構築することにより、より強固な協力関係を築くこと等を目的として、

当社が保有する株式の一部を譲渡するものです。 

[5] 約定日 平成 19 年 6 月 26 日 

 

＜ITX イー・グローバレッジ株式会社の概要＞ 

[1] 商号： ITX イー・グローバレッジ株式会社 

[2] 代表者： 代表取締役社長 野村 昌雄 

[3] 所在地： 東京都目黒区上目黒 2-1-1 中目黒 GT タワー7F 

[4] 設立年月 平成 2 年 10 月 

[5] 主な事業内容： 半導体関連装置・パソコン周辺機器等の販売、赤外線通信等の

ファブレス・ソリューション事業、IT 関連のコンサルティング事業 

[6] 株式一部譲渡後の株主構成： ITX 株式会社：8,283 株（84.52%） 

PAN JIT INTERNATIONAL INC.：300 株（3.06%） 

ADLINK TECHNOLOGY INC.：92 株（0.94%） 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行：250 株（2.55%） 

株式会社三井住友銀行：250 株（2.55%） 

ジャフコ V2 共有投資事業有限責任組合：330 株（3.37%） 

ジャフコ V2-W投資事業有限責任組合：30 株（0.31%） 

ジャフコ V2-R 投資事業有限責任組合：15 株（0.15%） 

安田企業投資 3号投資事業有限責任組合：250 株（2.55%） 

[7] 決算期： 3 月 31 日 

[8] 従業員数（連結）： 120 名（2007 年 4 月現在） 

[9] 資本の額： 555 百万円 
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[10] 業績：   （単位： 百万円） 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

売上高 13,678 17,507

営業利益 242 518

経常利益 218 276

当期純利益 51 73

総資産 6,746 7,877

株主資本 1,723 1,762 

                                              

 

＜今後の見通し＞ 

ITX イー・グローバレッジ株式会社の株式売却益は連結上、約 300 百万円の特別利益を見込んでおりま

す。なお、平成 20 年 3 月期連結業績予想については、変更ございません。 

 

  

以上 
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