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子会社による株式譲受に関するお知らせ 
 

当社の子会社である株式会社アルゴシステムサポートが、株式会社ＩＳＩＤ北海道の 
全株式を譲受いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
１．株式譲受の理由 

当社の 100%子会社である株式会社アルゴシステムサポート（以下、ＡＧＳ）は、当 
社グループが製造業の製品設計開発分野向けに提供している技術支援サービスの中に

おいて、今後需要が拡大見込にある CAE（Computer Aided Engineering ：コンピュ

ータによる解析）を活用した解析業務の受託事業を強化し、顧客企業の高度な CAE 技

術支援ニーズにお応えすべく展開を図っております。 
   今般、株式会社電通国際情報サービスとの合意により、CAE 技術支援サービスに実

績を有する株式会社ＩＳＩＤ北海道の全株式をＡＧＳが譲受することとなりました。 
  譲受後は、株式会社ＩＳＳ北海道として多種多様な解析機能を有する会社として引続

き業務を継続いたします。 
 
   当社、ＡＧＳおよびＩＳＳ北海道は、設計開発分野での技術支援機能の拡充により、

ＰＬＭ（Product Lifecycle Management：製品ライフサイクル管理）ビジネスにおけ

る顧客基盤を一層強固なものとし、当該ビジネスでの確固たる地位を堅持するよう引

続き努力してまいります。 
当社グループは、ＩＴ技術を駆使し、製造業に対し「研究開発からものづくり」ま 

  で幅広い技術サービスによりお客様の多種多様なご要望にお応えすべく、高品質な技

術サービスをご提供し続けてまいります。 
 
＊ ＩＳＳ北海道は「International Solution Service Hokkaido」を意味します。 



 
 
＊ 製造業における CAE の主な領域 

・自動車開発設計における、衝突安全性の性能解析、歩行者保護構造の性能解析 
・熱解析、機構解析、音振動解析 
・エコ・環境問題への対応としての電気自動車、ハイブリッド自動車開発のための

走行性能・快適性・環境性能・耐久性・新素材の適用のための CAE シミュレーシ

ョンなど 
 
２．譲受会社の概要 
 

(1) 商号 株式会社 ISID 北海道 

(2) 本店所在地 北海道札幌市中央区北五条西六丁目 2番地 2 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岩田 智行 

(4) 事業内容 CAE 技術支援（解析準備、解析実行、解析結果出力）、およ

びメッシュ作成、マクロ作成、実験支援などの受託解析作

業全般 

(5) 資本金 150 百万円 

(6) 設立年月日 2006 年 12 月 12 日 

(7) 決算期 3 月 31 日 

(8) 業績 売上 104 百万円 当期純利益△33 百万円(H22.3 月期) 

(9) 株主構成 株式会社電通国際情報サービス 100％ 

 
３．株式の譲受先 
 

(1) 商号 株式会社アルゴシステムサポート 

(2) 本店所在地 北海道札幌市北区北十二条西 3丁目 1番 15 号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤澤 義麿 
代表取締役専務 根本 英希 

(4) 事業内容 CAE 技術支援、コンサルティング、システム開発、ソフ

トウェア開発・販売、運用保守サービス他 

(5) 資本金 71 百万円 

(6) 設立年月日 2001 年 10 月 25 日 

(7) 決算期 3 月 31 日 

(8) 業績 売上 127 百万円 当期純利益△10 百万円(H22.3 月期) 

(9) 株主構成 株式会社アルゴグラフィツクス 100% 

 



４．株式取得先の概要 
 (1) 名称       株式会社電通国際情報サービス 
 (2) 本店所在地    東京都港区港南 2-17-1 
 (3) 代表者      代表取締役社長 釜井 節生 
 (4) 主な事業内容   コンサルティングサービス、ソフトウェア開発・販売・サポート 
 (5) 資本金      81 億 8,050 万円 
 (6) 設立年月日    1975 年 12 月 11 日 
 (7) 売上高      61,155 百万円（2010 年 3 月期連結） 
 (8) 大株主等     株式会社電通 61.8% 日本トラスティ信託口 4.0%(2010年 3月末) 
 (9) 当社との関係   資本関係:当該会社は当社の発行済株式を 2.5%保有しております。 
                       人的関係:特筆すべき人的関係はありません。 
            取引関係:当社と当該会社との間に商品の販売および仕入関係が

あります。 
 
５．譲受前後の所有株式数および所有割合 

譲渡前の所有株式数 0 株 （所有割合 0.0％） 

譲渡株式数 5,000 株 

譲渡後の所有株式数      5,000 株  （所有割合 100.0％） 

 
６．譲受後の会社概要 

(1) 商号 株式会社 ISS 北海道 

(2) 本店所在地 北海道札幌市北区北十二条西 3丁目 1番 15 号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤澤 義麿 

(4) 事業内容 CAE 技術支援（解析準備、解析実行、解析結果出力）、およ

びメッシュ作成、マクロ作成、実験支援などの受託解析作

業全般 

(5) 資本金 150 百万円 

(6) 設立年月日 2006 年 12 月 12 日 

(7) 決算期 3 月 31 日 

(8) 株主構成 株式会社アルゴシステムサポート 100％ 

 
７．株式譲受の日程 

株式譲渡契約締結日 ：  2011 年 2 月 25 日 
株式譲渡日     ：  2011 年 3 月 31 日 
 

８．当社の損益に与える影響 
本件に伴う当社連結決算に与える影響は軽微であります。 

以上 


