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平成 20 年５月 26 日 

各 位 

会 社 名 住商情報システム株式会社 

代表者名 代表取締役社長 阿部 康行 

(コード番号 ９７１９ 東証１部) 

 

会 社 名 株式会社アルゴグラフィックス 

   代表者名 代表取締役会長（CEO） 藤澤 義麿 

(コード番号 ７５９５ 東証１部) 

 

資本・業務提携にかかる基本合意書締結に関するお知らせ 

 

住商情報システム株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿部 康行、以下住商情報システ

ム)と株式会社アルゴグラフィックス（本社：東京都中央区、代表取締役会長 兼 CEO：藤澤 義麿、以下

アルゴグラフィックス）は、平成 20 年５月 26 日開催の両社取締役会において、資本・業務提携を行う

ことを決議し、基本合意書の締結をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．資本・業務提携の目的 

 住商情報システムは、「ものづくり支援」をキーワードに製造業の製造・生産現場における IT 武装を

支援するため、意匠デザイン、設計、評価、生産準備に亘る様々なソリューションを提供し、お客様の

ものづくりのプロセスに貢献してまいりました。 

アルゴグラフィックスは、「３次元設計システム」と「ＣＡＤ応用技術」を中核に「物造りの全工程の

生産性向上を視野に入れたトータルなソリューション提供」に注力し、日本の物造りに貢献できるトー

タル・サプライヤーとしての確固たる地位を築くことを目指しております。 

両社は、最初のフェーズとして、保有するものづくり支援ソリューション事業における IT プロダクト

や IT サービスの相互供給を通じ、技術面・営業面での補完を図り、同ソリューション事業におけるワン

ストップサービスを実現するとともに、ものづくり支援ソリューション事業と密接に関わる ERP システ

ム構築事業や IT インフラ構築事業において連携を推進し、従来にない形での顧客企業への IT サービス

提供を行ってまいります。また、次のフェーズとして、コンサルティング事業、アウトソーシング・ASP

サービス事業、保守・運用サービス事業といった製造業向けの新規事業を共同展開してまいります。更

に将来的には、新ソリューション事業の共同開発を進めるとともに、海外に進出している顧客企業向け

にグローバルなサポート体制を共同で構築することで、製造業を対象とした No.1 IT サービスプロバイ

ダーを目指した総合的な IT サービス事業展開を行ってまいります。 
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２．資本提携の概要 

本業務提携を密接に且つ確実に推進するため、両社は各々相手先の株式を取得し、資本提携関係を構

築いたします。 

(1)住商情報システム 

  ①取得株式数 ： 2,370,000 株（発行済株式総数に対する割合 21.91％） 

  ②取得方法  ： アルゴグラフィックスの自己保有普通株式の第三者割当による処分により取得 

  ③取得時期  ： 平成 20 年６月 11 日（予定） 

  ④取得金額  ： 3,372,510,000 円 

(2)アルゴグラフィックス 

  ①取得株式数 ： 住商情報システムの発行済株式総数の約 2％を取得（予定） 

  ②取得方法  ： 市場取引による買付により取得 

  ③取得時期  ： 平成 20 年９月末までを目処 

 

３．業務提携の概要 

 以下の内容を主とする業務提携関係を構築いたします。 

(1)ものづくり支援ソリューション事業における ITプロダクト及び ITサービスの相互供給を通じた共同 

展開 

(2)ERP システム構築事業及び IT インフラ構築事業等における連携推進 

(3)コンサルティング事業の展開 

(4)アウトソーシング・ASP サービス事業の展開 

(5)保守・運用サービス事業の展開 

(6)グローバルサービス事業の展開 

(7)新ソリューション事業の共同開発 

(8)非常勤取締役の派遣を含む人材交流を行い、人材の育成をはじめとした事業基盤の拡大推進 

なお、両社は本業務提携を早期に実現するため、提携検討委員会を設置し、上記業務提携の詳細を検

討するとともに、当該業務提携の具体的推進を行ってまいります。 

 

４．会社の概要 

(1)住商情報システムについて 

住商情報システムは、住友商事グループのIT分野における中核企業であり、ソフトウェアの受託開発、

システムインテグレーション、自社開発 ERP パッケージの提供等、高度な技術力に強みを持つ業界大手

の IT サービス事業者です。国内の優良企業で構成される強固な顧客基盤を背景に、グローバル展開にも

強みを持ち、日本企業の海外進出を支援しております。 

(2)アルゴグラフィックスについて 

 アルゴグラフィックスは、製造業全般に広く採用され、とりわけ自動車業界においては世界的な標準

ソリューションとして位置付けられる３次元ＣＡＤ「ＣＡＴＩＡ」の国内最大手のプロバイダーであり、

全国エリアに強固な顧客基盤を有しております。また、各社コンピューター・メーカーのサーバー及び

ＰＣクラスター等のシステムの構築を支援する事業にも積極的に取り組んでおります。 
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 (平成 20 年３月 31 日現在) 

(1)商号 住商情報システム株式会社 株式会社アルゴグラフィックス 

(2)事業内容 情報システムの構築・運用サービスの提供及びパ

ッケージソフト・ハードウェアの販売 

 

PLM（Product Lifecycle Management）ソリュー

ション、情報システムの開発・構築及びハードウ

ェア販売 

(3)設立年月日 昭和 44 年 10 月 25 日 昭和 60 年２月 19 日 

(4)本店所在地 東京都中央区 東京都中央区 

(5)代表者の役職名 代表取締役社長 阿部 康行 代表取締役会長 兼 CEO 藤澤 義麿 

(6)資本金 21,152 百万円 1,337 百万円 

(7)純資産（連結） 90,293 百万円 11,795 百万円 

(8)総資産（連結） 117,069 百万円 20,281 百万円 

(9)従業員数 3,212 名(連結) 657 名(連結) 

(10)大株主及び 

   持株比率 

 

住友商事㈱ 

住商情報システム㈱ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ ・ーｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱（信託口）

 

 

55.73％

5.49％

3.95％

 

 

㈱アルゴグラフィックス 

ﾄﾞｲﾁｪ ﾊﾞﾝｸ ｱｰｹﾞｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾋﾞｰﾋﾞｰ  

ﾉﾝﾄﾘﾃｨｰ ｸﾗｲｱﾝﾂ 613 

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

505104 

25.26％

5.07％

 

3.76％

資本関係 該当事項なし 

取引関係 開示すべき重要な取引関係はございません。 

(11)当事会社の 

   関係等 

 人的関係 該当事項なし 

(12)最近３年間の 

業績 

 

 商 号 住商情報システム株式会社 株式会社アルゴグラフィックス 

決  算  期 平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

売 上 高 120,290 137,344 137,199 30,703 27,813 29,272

営 業 利 益 6,531 8,560 10,309 2,836 2,131 2,326

経 常 利 益 6,716 8,892 10,548 2,887 2,255 2,412

当 期 純 利 益 2,722 4,377 5,415 1,649 999 1,201

１株当たり 

当期純利益（円） 
53.29 80.91 102.52 150.16 93.21 134.75

１株当たり 

配当金（円） 
26.00 28.00 31.00 45.00 45.00 55.00

１株当たり 

純資産（円） 
1,746.78 1,712.27 1,746.47 1,274.66 1,309.73 1,277.35

（単位：百万円） 
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５．日程 

 平成 20 年５月 26 日 両社取締役会決議 

 平成 20 年５月 26 日 資本・業務提携にかかる基本合意書締結 

 

６．今後の業績見通し 

両社とも今回の資本提携及び業務提携による今期(平成 21 年３月期)業績への影響は、軽微であると考

えております。 

 

 本件に関するお問い合わせ先 

 

住商情報システム株式会社 

広報・IR 部 三石 

電話番号：03-5166-1150 

 

株式会社アルゴグラフィックス 

広報・法務統括部 伊藤  

電話番号：03-5641-2037 

 

以 上 


