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平成 23 年 5 月 25 日 

各      位 

会 社 名  ウルシステムズ株式会社 
代表者名  代表取締役社長 漆原 茂 

（JASDAQ・コード 3798） 
問合せ先  
役職・氏名 取締役管理・経営企画担当 高橋敬一 
電話 03－6220－1416 

 

会社分割と第三者割当増資の引受等による株式会社イーシー・ワンとの経営統合及び商号変更に関するお知らせ  
 
当社は、本日の取締役会において、平成23年10月3日（予定）をもって会社分割及び株式会社イ

ーシー・ワン（以下、「イーシー・ワン」という。）が実施する第三者割当増資の引受等により

イーシー・ワンと経営統合を行うと同時に、当社の商号を「ULSグループ株式会社」に変更する

旨を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は6月24日に開催予定である定時株主

総会に付議予定であり、当該総会での承認可決を前提としております。 
 

記 
 
1. 経営統合の目的  
 当社は、平成12年7月の設立以来、顧客企業の“戦略的IT投資”とよばれる収益に直結したシス

テム投資領域において、顧客本位のIT戦略の立案及びその実行を支援するコンサルティング事業

(以下｢コンサルティング事業｣といいます。)と、コンサルティング事業によって獲得した知見とノ

ウハウに基づき独自製品を開発し、特定の業種若しくは業態に向けて販売するソフトウェア事業

(以下｢ソフトウェア事業｣といいます。)を展開しております。 
一方、イーシー・ワンは、平成10年4月の設立以来、大規模情報システム構築のための企業向け

J2EE（Java 2 Enterprise Edition）に特化したシステム開発事業(以下｢SI事業｣といいます) のリーデ

ィングカンパニーとして事業展開を行っております。これに加えて、一昨年からは、クラウドコ

ンピューティングを利用する企業向けにその運用監視ツールを提供するクラウド・ソリューショ

ン事業を立ち上げ展開しております。 
上記のとおり、当社及びイーシー・ワンは、各々情報サービス業界において独自の事業展開を

行っておりましたが、今般、平成23年10月3日(予定)をもって、①当社のコンサルティング事業と

イーシー・ワンのSI事業を、共同新設分割の方法により、新設会社(以下｢新設分割設立会社｣とい

います。)に承継させ(以下｢本件新設分割｣といいます。)、②当社のソフトウェア事業を、吸収分

割の方法により、イーシー・ワンに承継させ（以下｢本件吸収分割｣といいます。）、③当社が、

イーシー・ワンが第三者割当増資の方法により発行する一定の場合に普通株式への転換を請求で
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きる旨の取得請求権が付された甲種種類株式(発行株式数は3,750株、1株あたりの払込金額は8万円

とされる予定です。)を引き受け(以下｢本件出資｣といいます。)、④当社が、イーシー・ワンの管

理部門に従事する従業員の転籍を受け入れるとともに関連設備資産を譲り受けること(以下｢管理

部門資産等移転｣といいます。) 並びに、上記①乃至④に先立って、平成23年7月29日(予定)をもっ

て、当社が、イーシー・ワンの現在の株主の一部から、その保有するイーシー・ワンの普通株式(な
お、現時点のイーシー・ワンの発行済A種種類株式は、かかる株式譲渡の実行までに、全て普通

株式に転換される予定であり、譲受株式数は合計733株(議決権割合約13％)、1株あたりの譲受価額

は15万円とされる予定です。)を譲り受けること(以下｢本件株式譲渡｣といいます。)により、当社

及びイーシー・ワンの事業を統合(以下｢本件統合｣といいます。)するとともに、当社は持株会社と

して本件統合により整理された各企業体を取りまとめ支配・管理運営していく企業体となること

を予定しております。なお、本件統合により、新設分割設立会社に対する議決権割合は、当社が

約83%、イーシー・ワンの現在の株主が約17%となり、イーシー・ワンに対する議決権割合は、当

社が約13%、イーシー・ワンの現在の株主が約87%となる予定です。今般、本件統合をイーシー・

ワンとの間で実施する目的は以下の3つに要約されます。 
① 当社の基幹事業であるコンサルティング事業とイーシー・ワンの基幹事業であるSI事業を

統合することで、顧客企業へのソリューション提供能力の拡大と新規ソリューションの開

発・提案力の強化を通じて顧客満足度と企業価値最大化を図ること。 
② 当社及びイーシー・ワンが有する分散処理技術に関するノウハウとソリューションツール

を統合し、今後急拡大が見込まれる分散処理技術への顧客企業の需要・要求に対して迅速

に対応すべく当該分野における先鋭的なソリューションに関する研究開発に経営資源を効

果的に投入し、中期的な収益拡大・企業価値最大化を図ること。 
③ 本件統合後の当社及びイーシー・ワンの経営資源の機動的且つ戦略的な配分と事業の規模

拡大に応じて迅速な資金調達力を確保すること。 
以上の一連の取引を通じて、本件統合を実現し、当社及び当社グループ会社は、現在展開してい

るITコンサルティングサービスや新しい分野である分散処理技術分野において、顧客企業に圧倒

的に高い付加価値を提供できる日本を代表するテクノロジーベンチャー企業集団を目指して、積

極的に事業展開してまいる所存です。 
 
2. 会社分割の要旨 
（1）本件新設分割の日程 
 新設分割計画書承認取締役会  平成23年5月25日 
 新設分割計画書承認定時株主総会 平成23年6月24日（予定） 
 新設分割期日    平成23年10月3日（予定） 
 新設分割登記    平成23年10月3日（予定） 
（2）本件吸収分割の日程 
 吸収分割契約書承認取締役会  平成23年5月25日 
 吸収分割契約書の締結   平成23年5月25日 
 吸収分割期日    平成23年10月3日（予定） 
 吸収分割登記    平成23年10月3日（予定） 
※上記の吸収分割は、会社法第784条第3項の規定に基づく、いわゆる簡易吸収分割として当社の

株主総会の承認手続きを経ずに実施いたします。 
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（3）分割方式 
 ①分割方式 

本件新設分割については、当社とイーシー・ワンを新設分割会社とし、当社のコンサルティ

ング事業とイーシー・ワンのSI事業を共同新設分割し新設分割設立会社に承継させる方式（当

社については分社型新設分割、イーシー・ワンについては分割型新設分割）です。 
また、本件吸収分割については、当社を吸収分割会社とし、当社のソフトウェア事業をイー

シー・ワンに承継させる分社型吸収分割です。 
  
 ②当該分割方式を採用した理由 

当社が上場を維持したまま持株会社体制へ迅速に移行することができるため、当該分割方式

を採用しました。 
 

（4）株式の割当 
 ① 株式割当比率 

新設分割設立会社は設立時に普通株式28,000株発行し、22,400株を当社に、5,600株をイーシ

ー・ワンに割当て交付します。イーシー・ワンは、新設分割期日において、当該割当交付され

た新設会社の普通株式4,667株を最首英裕氏（イーシー・ワン代表取締役社長）、100株を古澤

憲一氏（イーシー・ワン取締役SI事業部長）にまた100株を中田明氏（イーシー・ワン取締役

マーケティング本部長）、733株を当社に、剰余金の配当として割当て交付します。 
イーシー・ワンは、当社のソフトウェア事業を承継する際に甲種種類株式を1,400株発行し、そ

の全株を当社に割当て交付します。なお、甲種種類株式は、一定の場合に普通株式への転換を

請求できる旨の取得請求権が付された無議決権株式です。 
 

 ② 株式割当比率の算定根拠 
当社が会社分割に係る株式割当比率の算定を依頼した第三者機関であるＳＭＢＣ日興証券

株式会社（以下、「ＳＭＢＣ日興証券」という。）から提示された株式割当比率（下表参照）

を含む「割当株式数算定書」を参考に、当社とイーシー・ワンは会社分割に係る株式割当比率

について総合的な検討と協議を重ねた結果、結論の株式割当比率となりました。なお、上記の

株式割当比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間の協議に

より変更する場合があります。 
対象取引 評価レンジ 
新設分割 3.380～9.343 
吸収分割 0.044～0.283 

※ 上記評価レンジは、新設分割については、イーシー・ワンのSI事業に関する株式価値を

1とした場合の当社コンサルティング事業に関する株式価値比率です。また、吸収分割

については、イーシー・ワンのクラウド・ソリューション事業に関する株式価値を1と
した場合の当社ソフトウェア事業に関する株式価値比率となります。 

 
 ③ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 
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ＳＭＢＣ日興証券は、上場会社である当社が展開するコンサルティング事業及びソフトウ

ェア事業と非上場会社であるイーシー・ワンが展開するSI事業及びクラウド・ソリューショ

ン事業の各々について両社から提出された諸資料に基づき事業の評価を行い、これらの各事

業についてDCF法(ディスカウンティッド・キャッシュフロー法)により会社分割に係る株式

割当比率の算定を行いました。なお、DCF法による算定の基礎として両社がＳＭＢＣ日興証

券に提出した利益計画には、平成24年3月期以降大幅な増減益が見込まれている事業年度が

あります。これは、SI事業に関しては、平成24年3月期に受注損失の計上が見込まれている

こと、またクラウド・ソリューション事業及びソフトウェア事業に関しては当初研究開発投

資を行っていくものの、その後分散処理技術関連サービスの需要が拡大することを背景に、

業績が向上することを見込んでいるためです。また、ＳＭＢＣ日興証券は、株式割当比率の

算定に際して、当社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのま

ま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が全て正確かつ完全なものであること、及び株

式割当比率の算定に重要な影響を与える事実でＳＭＢＣ日興証券に対して未開示の事実は

ないことを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。

また、当社及びイーシー・ワン並びにその関係会社の資産・負債（偶発債務を含みます）に

ついて、個別の各資産及び各負債の評価及び分析を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っ

ておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、かかる算定に

おいて参照した当社及びイーシー・ワン並びにその関係会社の財務見通しについては、各社

より現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に準備・作成されていることを前

提としております。また、ＳＭＢＣ日興証券の株式割当比率の算定は、平成23 年5月23日現

在までの情報と経済条件を前提としたものであります。なお，ＳＭＢＣ日興証券が提出した

株式割当比率の算定結果は、株式割当比率の公正性について意見を表明するものではありま

せん。 
 
（5）分割交付金 
 分割交付金の支払いはございません。 
 
（6）承継会社が承継する権利義務 

新設分割設立会社は、新設分割期日の前日の終了時におけるコンサルティング事業のみに

関する一切の資産、債務、契約その他の権利義務及びSI事業のみに関する一切の資産、債務、

契約その他の権利義務を承継します。但し、本件新設分割に係る平成23年5月25日付け共同

新設分割計画書において特段の定めがあるものを除きます。 
吸収分割承継会社は、吸収分割期日の前日の終了時におけるソフトウェア事業のみに関す

る一切の資産、債務、契約その他の権利義務を承継します。但し、本件吸収分割に係る平成

23年5月25日付け吸収分割契約書において特段の定めがあるものを除きます。 
 
（7）債務の履行見込み 
 ① 当社の負担すべき債務の履行について 

会社分割後の当社の予想貸借対照表における資産の額は約1,874百万円、負債の額は約215百
万円であり、資産の額が負債の額を上回ることが見込まれます。また、会社分割後の当社の事

業活動において、負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されて
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おりません。したがって、会社分割後も当社の負担すべき債務につき、履行の見込みがあるも

のと判断いたしております。 
 ② 新設分割設立会社の負担すべき債務の履行について 

会社分割後の新設分割設立会社の予想貸借対照表における資産の額は約1,099百万円、負債の

額は約369百万円であり、資産の額が負債の額を上回ることが見込まれます。また、会社分割

後の新設分割設立会社の事業活動において、負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生

は現在のところ予想されておりません。したがって、会社分割後も新設分割設立会社の負担す

べき債務につき、履行の見込みがあるものと判断いたしております。 
 ③ 吸収分割承継会社の負担すべき債務の履行について 

会社分割後の吸収分割承継会社の予想貸借対照表における資産の額は約926百万円、負債の

額は約245百万円であり、資産の額が負債の額を上回ることが見込まれます。また、会社分割

後の吸収分割承継会社の事業活動において、負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生

は現在のところ予想されておりません。したがって、会社分割後も吸収分割承継会社の負担す

べき債務につき、履行の見込みがあるものと判断いたしております。 
 

（8）承継会社に新たに就任する役員 
1. 新設分割設立会社 
 ①取締役 
 漆原茂、古澤憲一、馬場和広、高橋敬一以上4名 
 ②監査役 
 久津見直史 以上1名 
2.  吸収分割承継会社 
 ①取締役 
 最首英裕、神林飛志、中田明、高橋敬一以上4名 
 ②監査役 
 久津見直史 以上1名 

 
（9）共同新設分割及び吸収分割当事会社の概要 
① 商号 ウルシステムズ株式会

社（共同新設分割会社、

吸収分割会社） 

ウルシステムズ株式

会社（新設分割設立

会社） 

株式会社イーシー・ワ

ン（共同新設分割会

社、吸収分割承継会

社） 

② 主な事業の内容 コンサルティング事業

及びソフトウェア事業 

コンサルティング事

業及びシステム開発

事業 

システム開発及びク

ラウドソリューショ

ン事業 

③ 設立年月 平成12年7月25日 平成23年10月3日（予

定） 

平成10年4月14日 

④ 所在地 東京都中央区晴海一丁

目8番10号晴海アイラン

ドトリトンスクエアX

東京都中央区晴海一

丁目8番10号晴海ア

イランドトリトンス

東京都港区港南一丁

目6番34号 
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棟14階 クエアX棟14階 

⑤ 代表者(役職・氏名) 代表取締役社長  

漆原茂 

代表取締役社長  

漆原茂 

代表取締役社長  

最首 英裕 

⑥ 資本金の額 817百万円 100百万円（予定） 300百万円 

⑦ 発行済株式総数 59,992株 28,000株 5,600株 

⑧ 純資産 2,341百万円 － 913百万円 

⑨ 総資産 2,758百万円 － 1,567百万円 

⑩ 事業年度の末日 3月31日 3月31日 3月31日 

⑪ 従業員数 130名 － 138名 

⑫ 大株主構成及び持

株比率 

漆原茂 41.8％ 

高橋敬一 4.7％ 

SBIネットシステムズ㈱ 

4.0% 

ウルシステムズ㈱3.8％ 

㈱インテック 3.7% 

ウルシステムズ株式

会社 82.6％ 

最首英裕 16.7％ 

中田明 0.35％ 

古澤憲一 0.35％ 

最首英裕 89.3％ 

村永実 5.4％ 

中田明 3.6％ 

古澤憲一 1.7％ 

⑬ 主要取引銀行 三井住友銀行 三井住友銀行 三井住友銀行 

⑭ 当事会社の関係  資本関係 新設分割設立会社は、当社の連結子会社となります。吸収

分割承継会社は、出資当初は議決権比率が約13％となるため当社の

連結子会社又は関連会社とはなりません。 

 人的関係 新設分割設立会社の従業員は、新設分割会社におけるコン

サルティング事業とSI事業から承継されます。新設分割会社におけ

るソフトウェア事業に関する従業員は吸収分割承継会社に承継され

ます。吸収分割承継会社の管理部門の従業員は当社に転籍をします。 

 取引関係 当社は新設分割設立会社と吸収分割承継会社から管理業

務一式を受託します。また、一部の設備等を新設分割設立会社に賃

貸する予定です。 

 ※本件新設分割及び吸収分割の効力発生日に、現在のウルシステムズ株式会社（新設分割会社）

はULSグループ株式会社に商号変更し、持株会社になる予定です。また、イーシー・ワンは、同

日付で株式会社ノーチラス・テクノロジーズに商号変更する予定です。なお、上記のウルシステ

ムズ株式会社及び株式会社イーシー・ワンの概要は平成23年3月31日時点、新設分割設立会社の

ウルシステムズ株式会社の概要は分割後の予定です。 

 
⑮ 現ウルシステムズ株式会社の最近3決算期間の業績 
 ウルシステムズ株式会社 
決算期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 
売上高 1,687百万円 1,570百万円 1,940百万円

営業利益 97百万円 122百万円 153百万円

経常利益 104百万円 129百万円 162百万円

当期純利益 △52百万円 71百万円 88百万円

1株当たり当期純利益 △916円52銭 1,250円82銭 1,536円23銭
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1株当たり年間配当金 100円 360円 342円
1株当たり純資産 38,339円62銭 38,910円83銭 40,572円27銭
 
 
⑯ 現イーシー・ワンの最近3決算期間の業績 
 株式会社イーシー・ワン 
決算期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 
売上高 3,560百万円 2,066百万円 1,960百万円

営業利益 179百万円 76百万円 △83百万円

経常利益 190百万円 64百万円 △87百万円

当期純利益 △111百万円 △9百万円 △164百万円

1株当たり当期純利益 △2,783円30銭 △1,639円52銭 △29,413円73銭
1株当たり年間配当金 － － －

1株当たり純資産額 187,706円98銭 192,085円75銭 163,106円92銭
※イーシー・ワンは、平成21年2月にMBO（マネージメント・バイアウト）を実施し非上場化し

たため、平成21年3月期の1株当たり当期純利益については非上場化前の自己株式を除く期中平均

発行済株式総数(39,907株)により算出し、1株当たり純資産額についてはMBO後の自己株式を除く

発行済株式総数(5,600株)で算出しております。 
 
（10）分割する事業の内容 
 ① 事業の内容 
 新設分割対象：コンサルティング事業（当社）、SI事業（イーシー・ワン） 
 吸収分割対象：ソフトウェア事業（当社） 
 
 ② 当該分割予定事業の平成23年3月期における経営成績 
コンサルティング事業 
 当該事業部門（A） 平成23年3月期実績（B） 比率（A/B） 
売上高 1,756百万円 1,940百万円 90.5％
営業利益 169百万円 153百万円 110.5％
 
ソフトウェア事業 
 当該事業部門（A） 平成23年3月期実績（B） 比率（A/B） 
売上高 183百万円 1,940百万円 9.5％
営業利益 △16百万円 153百万円 －％

 
SI事業 
 当該事業部門（A） 平成23年3月期実績（B） 比率（A/B） 
売上高 1,868百万円 1,960百万円 95.3％
営業利益 167百万円 △83百万円 －％
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③ 譲渡資産、負債項目及び金額（平成23年3月31日現在） 
コンサルティング事業 

資産 負債 
項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 
固定資産 

819百万円

8百万円

流動負債 172百万円

合計 827百万円 合計 172百万円

 
ソフトウェア事業 

資産 負債 
項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 
固定資産 

68百万円

2百万円

流動負債 29百万円

合計 70百万円 合計 29百万円

 
SI事業 

資産 負債 
項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 
固定資産 

491百万円

103百万円

流動負債 262百万円

合計 594百万円 合計 262百万円

 
3. 出資の要旨 
（1）本件出資の日程 
 種類株式引受契約承認取締役会 平成23年8月31日（予定） 
 種類株式引受契約の締結 平成23年8月31日（予定） 
 払込期日   平成23年10月3日（予定） 
 

(2) 本件出資の概要 
 ① 発行株式の種類  甲種種類株式※ 
 ② 発行新株式数  3,750株 
 ③ 発行価格   1株につき80,000円※※ 
 ④ 発行価額の総額  300,000,000円 
 ⑤ 増加する資本金の額  150,000,000円 
 ⑥ 増加する資本準備金の額 150,000,000円 
 ⑦ 払込期日   平成23年10月3日（予定） 
 ⑧ 当社の引受株数  3,750株（発行新株式数の全部） 

※ 甲種種類株式は、本件出資後、イーシー・ワンが最初に経常利益を1億円以上計上した

事業年度に係る定時株主総会が終了した日の翌日以降いつでも普通株式への転換を請

求できる旨の取得請求権が付された無議決権株式です。 
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※※当社が会社分割に係る株式割当比率の算定を依頼した第三者機関であるＳＭＢＣ日興

証券株式会社は、上場会社である当社が展開するコンサルティング事業及びソフトウェ

ア事業と非上場会社であるイーシー・ワンが展開するSI事業及びクラウド・ソリューシ

ョン事業の各々について両社から提出された諸資料に基づき事業の評価を行い、これら

の各事業についてDCF法(ディスカウンティッド・キャッシュフロー法)により会社分割

に係る株式割当比率の算定を行いました。ＳＭＢＣ日興証券株式会社から提示された当

該株式割当比率（前記「2．会社分割の要旨（４）株式の割当②株式割当比率の算定根

拠」参照）を含む「割当株式数算定書」を参考に当社とイーシー・ワンは総合的な検討

と協議を重ねた結果、結論の発行価格となりました。 
 
4. 本件株式譲渡の要旨 
（1）本件株式譲渡の日程 
 株式譲渡契約承認取締役会 平成23年5月25日 
 株式譲渡契約の締結  平成23年5月25日 
 株式取得期日   平成23年7月29日（予定） 
 

(2) 本件株式譲渡の概要 
 ① 1株当たりの譲受価額 150,000円 
 ② 株式取得の相手先 

(1) 最首英裕氏（イーシー・ワン代表取締役社長）  333株 
(2) 村永実氏（イーシー・ワン常務取締役）   300株 
(3) 中田明氏（イーシー・ワン取締役マーケティング本部長） 100株 

 ③ 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 
 （1）異動前の所有株式数 0株（議決権の数0個、所有割合0.0％） 
 （2) 取得株式数  733株（議決権の数733個、取得価額109,950千円） 
 (3) 異動後の所有株式数 733株（議決権の数733個、所有割合13.1％） 

 ④ 取得価額の算定根拠 
当社が会社分割に係る株式割当比率の算定を依頼した第三者機関であるＳＭＢＣ日興証

券株式会社は、上場会社である当社が展開するコンサルティング事業及びソフトウェア

事業と非上場会社であるイーシー・ワンが展開するSI事業及びクラウド・ソリューショ

ン事業の各々について両社から提出された諸資料に基づき事業の評価を行い、これらの

各事業についてDCF法(ディスカウンティッド・キャッシュフロー法)により会社分割に係

る株式割当比率の算定を行いました。ＳＭＢＣ日興証券株式会社から提示された当該株

式割当比率（前記「2．会社分割の要旨（４）株式の割当②株式割当比率の算定根拠」参

照）を含む「割当株式数算定書」を参考に当社とイーシー・ワンは総合的な検討と協議

を重ねた結果、結論の取得価額となりました。 
 

5. 商号の変更 
 本件新設分割及び吸収分割の発効日において、当社グループは持株会社体制へ移行するため、

当社は社名を下記のとおり変更する予定です。なお、当該商号変更については、平成23年6月24
日開催予定の当社定時株主総会において決議されることを条件としています。 
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（1）新商号：ULSグループ株式会社（英文名：ULS Group, Inc.）※ 
（2）変更日：平成23年10月3日（予定） 
※新商号で使用した「ULS」とは、今回の統合当事者であるウルシステムズ株式会社の英文名で

あるULSystems,Inc.の頭文字を採ったものであり、現ウルシステムズが目指す先鋭的な技術者集団

のDNAをそのままグループとしても承継し、今後の発展を願う思いで採用されました。 
 
6. 本件統合後の当社の状況 
(1) 商号 ULSグループ株式会社 

(2) 英文名 ULS Group, Inc. 

(3) 事業内容 グループ会社の経営支援業務等 

(4) 本店所在地 東京都中央区晴海一丁目8番10号晴海アイランドトリトンスクエアオフ

ィスタワーX棟14階 

(5) 代表者 代表取締役社長 漆原茂 

(6) 資本金 817百万円（予定） 

(7) 総資産 1,874百万円（予定） 

(8) 事業年度の末日 3月31日 

 
7. 業績に与える影響 
本件統合は当社グループに大きな影響を与えるものと考えられます。現在その影響額を集計して

おり、影響額が判明し次第適時に開示してまいります。 
 

以上 
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別添 イーシー・ワンとの経営統合のスキーム図 
 

①現状 
当社とイーシー・ワンと

の間には資本関係はあり

ません。 

 
ウルシステムズ 

コンサルティン

グ事業 

ソフトウェア事

業 

 
 

ピースミール・テクノロジー㈱

（PMT社） 

イーシー・ワン 

SI事業 クラウド・ソリ

ューション事業 

②平成23年7月29日（予

定） 
イーシー・ワンの既存株

主から株式の一部を当社

が買い取ります。 
 

 
ウルシステムズ 

コンサルティン

グ事業 

ソフトウェア事

業 

 
 

PMT社 

 
 

イーシー・ワン 

SI事業 クラウド・ソリ

ューション事業 

③平成23年10月3日（予

定） 
（A）当社のコンサルテ

ィング事業とイーシー・

ワンのSI事業を本件新設

分割により新設会社に承

継させ、（B）当社のソフ

トウェア事業をイーシ

ー・ワンに承継させ、（C）
当社がイーシー・ワンの

第三者割当増資を引き受

け、（D）イーシー・ワ

ンの管理部門の従業員が

当社に転籍するとともに

関連資産を当社が買い受

けます。また、当社はULS
グループ㈱に商号変更し

ます。 
 

 
 

 
 
 

 
ウルシステムズ（新設会社）

コンサルティン

グ事業 

SI事業 

 

※ イーシー・ワンは、分割期日をもって株式会社ノーチラス・テクノロジーズ 

に商号変更予定です。 

※ 当社ソフトウェア事業の吸収分割に伴い当社へ割当て交付される株式と 

吸収分割後のイーシー・ワンへの出資の際に当社が引受ける株式は、 

甲種種類株式となります。当該甲種種類株式は、一定の場合に普通株式 

への転換を請求できる旨の取得請求権が付された無議決権株式です。 

 

PMT社 
ULSグループ 

イーシー・ワン 

ソフトウェ

ア事業 

クラウド・ソリ

ューション事業 

 

41.7％ 

41.7％ 

13.1％

41.7％ 

13.1％ 
82.6％ 


