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各        位 
会 社 名  株 式 会 社 タ イ テ ッ ク 

                      代表者名  代表取締役社長  野村拡伸 
（JASDAQ コード番号：６８９３） 

                      問合せ先     取締役   水野雅裕 
（TEL．０５２－８２４－７３７３） 

 
 

当社子会社（株式会社エルモ社）における子会社の異動（サンヨーオーエーグループ 
株式取得）に関するお知らせ 

 
 当社子会社である株式会社エルモ社は、平成２０年１月３０日開催の取締役会において三洋電機販売

株式会社よりサンヨーオーエーグループ１１社の株式合計３，４９２株を取得し、内６社を子会社化す

ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
１．当該子会社の名称等 

（１） 商 号： 株式会社エルモ社（ＪＡＳＤＡＱ証券取引所上場：コード番号７７７３） 
（２） 主な事業内容： 光学機器関連製品の製造及び販売 
（３） 本 社 所 在 地： 名古屋市瑞穂区明前町６番１４号 
（４） 代 表 者 氏 名： 代表取締役社長 竹内 清 

 
２．株式取得の理由 
   当社子会社である株式会社エルモ社は、「カメラと映像ソリューションの ELMO」として書画カ

メラ、監視用カメラ等各種業務用カメラの開発・製造・販売と、それを活用した映像ソリューショ

ンで業務を拡大しております。 
   サンヨーオーエーグループ各社は、地域に根ざした販売会社として、PC、プロジェクター、コピ

ー機他の OA 機器を企業をはじめとする幅広いユーザーに販売しております。 
株式会社エルモ社はサンヨーオーエーグループ各社と強い連携を組む事で国内販売チャネルを大

きく広げ、オフィスセキュリティ分野への本格参入や各種映像機器・システムの企業向け販売拡大

を実現させる計画です。 
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３． 株式会社エルモ社の異動する子会社の概要ならびにその他株式取得を行った会社 
  （１）株式会社エルモ社の異動する子会社の概要 
                           平成２０年１月３０日現在 

商号 株式会社サンヨーシステムビジネス  

代表者 代表取締役 続木雅行 

本店所在地 東京都千代田区外神田５丁目４番９号 

売上高 ７６０百万円（平成１９年３月期） 

経常利益 ４百万円（平成１９年３月期） 

純資産 ８１百万円（平成１９年３月３１日現在） 

資本金の額 ６０百万円 

発行済株式総数 １，２００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ８４０株（７０．００％） 

平成２０年１月３０日現在 
商号 株式会社サンヨーオーエー新潟  

代表者 代表取締役 判内方志 

本店所在地 新潟市中央区小張木２－１６－４３ 

売上高 １７９百万円（平成１９年３月期） 

経常利益 １百万円（平成１９年３月期） 

純資産 １３百万円（平成１９年３月３１日現在） 

資本金の額 １０百万円 

発行済株式総数 ２００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 １４８株（７４．００％） 

平成２０年１月３０日現在 
商号 株式会社サンヨーオーエー中部  

代表者 代表取締役 宮内隆司 

本店所在地 岐阜県安八郡安八町大森１８０ 

売上高 ６０６百万円（平成１９年３月期） 

経常利益 ６百万円（平成１９年３月期） 

純資産 ７５百万円（平成１９年３月３１日現在） 

資本金の額 ５０百万円 

発行済株式総数 １，０００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ５６０株（５６．００％） 

平成２０年１月３０日現在 
商号 株式会社サンヨーオーエー近畿  

代表者 代表取締役 奥村勝弘 

本店所在地 大阪市生野区巽中２－１１－２ 

売上高 ５２３百万円（平成１９年３月期） 

経常利益 △２百万円（平成１９年３月期） 

純資産 ５４百万円（平成１９年３月３１日現在） 

資本金の額 ５０百万円 

発行済株式総数 １，０００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ５２６株（５２．６％） 
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平成２０年１月３０日現在 

商号 株式会社サンヨーオーエー徳島  

代表者 代表取締役 続木雅行 

本店所在地 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚８２ 

売上高 ９８百万円（平成１９年３月期） 

経常利益 ０百万円（平成１９年３月期） 

純資産 ２１百万円（平成１９年３月３１日現在） 

資本金の額 ２０百万円 

発行済株式総数 ４００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ２２４株（５６．００％） 

平成２０年１月３０日現在 
商号 株式会社サンヨーオーエー九州  

代表者 代表取締役 古原敏行 

本店所在地 福岡市博多区博多駅前２－１０－１９ 

売上高 ４３０百万円（平成１９年３月期） 

経常利益 ２百万円（平成１９年３月期） 

純資産 ４６百万円（平成１９年３月３１日現在） 

資本金の額 ４０百万円 

発行済株式総数 ８００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ４３０株（５３．７５％） 

 
  （２）その他株式取得を行った会社 
                          平成２０年１月３０日現在 

商号 株式会社サンヨーオーエー群馬  

代表者 代表取締役 生田晴夫 

本店所在地 群馬県邑楽郡大泉町吉田２３６５－２ 

発行済株式総数 ２００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ７０株（３５．００％） 

平成２０年１月３０日現在 
商号 株式会社サンヨーオーエー札幌  

代表者 代表取締役 對馬康行 

本店所在地 札幌市中央区北１条西１３－４ 

発行済株式総数 ２００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ６８株（３４．００％） 

平成２０年１月３０日現在 
商号 株式会社サンヨーオーエーファースト  

代表者 代表取締役 橋本孝広 

本店所在地 鳥取市新９１－３３ 

発行済株式総数 ２００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ６８株（３４．００％） 
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                          平成２０年１月３０日現在 

商号 株式会社サンヨーオーエーソリューションズ  

代表者 代表取締役 豊田和夫 

本店所在地 東京都千代田区外神田５－２－３ 

発行済株式総数 ２，４８４株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ５１８株（２０．８５％） 

 
                          平成２０年１月３０日現在 

商号 株式会社サンヨーオーエー大分 

代表者 代表取締役 宮田滋 

本店所在地 大分市三川新町１－３－１２ 

発行済株式総数 ４００株 

異動前の所有株式数 ０株（０．００％） 

異動後の所有株式数 ４０株（１０．００％） 

 
  なお、下記は上記１１社に共通しております。 
 
   
 
 
 
４．取得総額 ２０７，５７６千円 

 
５．日程 
  平成２０年１月３０日     株式譲渡契約書締結 
  平成２０年２月２０日（予定） 株式譲渡日 
 
６．株式の取得先 
  商号：     三洋電機販売株式会社 
  代表者：    代表取締役社長 大庭功 
  本店所在地：  東京都台東区上野一丁目１番１０号 
  主な事業内容： 各種業務用機器の販売、セキュリティ・デジタルオフィスシステムの提案、施工 
  当社ならびに株式会社エルモ社との関係： 該当事項はありません。 
 
７．今後の見通し 
   当社の平成２０年３月期連結業績に与える影響は軽微であります。翌期以降の業績に与える影響

は現在精査中につき確定次第公表させていただきます。 
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                                            以上 

主な事業内容 各種業務用機器の販売、セキュリティ・ 

  デジタルオフィスシステムの提案・施工 

事業年度の末日 ３月３１日 


