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子会社である株式会社ニッケテクノシステムの解散および事業譲渡に関するお知らせ 

 

 当社は、平成２４年７月１０日開催の取締役会において、株式会社ニッケテクノシステムの解散および

事業譲渡について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．株式会社ニッケテクノシステムの解散および事業譲渡の目的 

  当社グループのエンジニアリング事業は、株式会社ニッケ機械製作所（兵庫県加古川市）および株式

会社ニッケテクノシステム（東京都町田市）の２拠点を中心に事業展開を行っております。両社の既

存事業の整理統合を実施し、高収益化を図ります。 

 

２．株式会社ニッケテクノシステムの解散および事業譲渡の概要 

（１）株式会社ニッケテクノシステム（以下「ニッケテクノシステム」といいます。）を平成２４年１２

月１日付で解散することとし、同社の電源計測器事業を台湾の GOOD WILL INSTRUMENT CO.,LTD（以

下「ＧＷ社」といいます。）が設立する日本法人に平成２４年１０月１日を以って譲渡、同じく

ニッケテクノシステムのＦＡシステムおよび画像検査装置事業を株式会社ニッケ機械製作所（以下

「ニッケ機械」といいます。）に平成２４年１２月１日を以って譲渡します。 

（２）画像処理技術を応用した半導体関連設備を得意とするニッケテクノシステムのＦＡシステム事業

と、自動車電装部品の組立、搬送を得意とするニッケ機械のＦＡシステム事業が統合することで、

高度化する電装部品に対応した関連設備の開発を加速し、事業領域の拡大・成長を目指します。 

（３）電源計測器事業は、台湾の計測器メーカーＧＷ社のもとで「ＴＥＸＩＯ」ブランド製品の開発・製

造・販売・サービスを継続いたします。 

 

３．事業譲渡および解散する子会社の概要 

（a） 名称 株式会社ニッケテクノシステム 

（b） 所在地 東京都町田市鶴間1850-1 

（c） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 甲斐 保 

（d） 事業内容 

①電源・計測器・二次電池用検査装置等の製造販売 

②ＦＡシステム（半導体関連製造装置）の製造販売 

③画像検査装置の製造販売 

（e） 資本金 50百万円 

（f） 設立年月日 昭和54年9月10日 

（g） 大株主及び持株比率 ニッケ（日本毛織株式会社）100％ 

（h） 上場会社と当該会社の関係 人的関係 

当社役員１名が当該会社の取締役を兼任

し、当社役員１名が当該会社の監査役を兼

任しております。また、当社から当該会社

に出向者３名を派遣しております。 



取引関係 
当社から当該会社に 1,660 百万円のグルー

プ金融貸付けを行っております。 

関連当事者への該当状況
当社の子会社であり、関連当事者に該当い

たします。 

（i） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成21年11月期 平成22年11月期 平成23年11月期 

純資産 445百万円 333百万円 194百万円

総資産 618百万円 2,784百万円 2,504百万円

１株当たり純資産 14,266円 10,700円 6,283円

売上高 520百万円 2,721百万円 1,997百万円

営業利益 ▲83百万円 ▲82百万円 ▲115百万円

経常利益 ▲82百万円 ▲110百万円 ▲138百万円

当期純利益 ▲54百万円 ▲111百万円 ▲138百万円

１株当たり当期純利益 ▲1,758円 ▲3,564円 ▲4,467円

１株当たり配当金 － 円 － 円 － 円

 

４．電源計測器事業の譲渡の概要 

（１）電源計測器事業の経営成績 

 電源計測器事業(a) 平成２３年１１月期連結実績(b) 比率(a/b) 

売 上 高 1,283百万円 87,659百万円 1.5％

営業利益 ▲121百万円 5,056百万円 －％

 

（２）譲渡する資産、負債の項目及び金額 

   譲渡資産、負債は、棚卸資産、固定資産等を予定しておりますが、具体的な内容は現在検討中であ

ります。 

（３）譲渡価額及び決済方法 

   譲渡価額につきましては現在確定しておりません。決済方法につきましては現金決済を予定してお

ります。 

（４）事業譲渡先の概要 

   ＧＷ社が設立する日本法人に事業譲渡を行う予定ですが、現在設立手続き中であります。下記はＧ

Ｗ社の概要です。 

 

(a) 名称 GOOD WILL INSTRUMENT CO.,LTD 

(b) 所在地 No.7-1,Jhonqsing Road,Tucheng Dist.,New Taipei City 236,Taiwan 

(c) 代表者の役職・氏名 董事長 林 錦章 

(d) 事業内容 電源・計測器の開発・製造・販売・サービス 

(e) 資本金 1,111百万台湾ドル 

(f) 設立年月日 1975年9月17日 

(g) 純資産 1,742百万台湾ドル 

(h) 総資産 2,281百万台湾ドル 

(i) 大株主及び持株比率 
林錦章10.44％、林清文9.94％、その他79.62％ 

※ 台湾証券取引所 上場企業 



資本関係 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありま

せん。また当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者

及び関係会社の間には特筆すべき資本関係はありません。

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありま

せん。当社の子会社である㈱ニッケテクノシステムは当該

会社から製品ＯＥＭ供給を受けております。 

(j) 
上場会社と 

当該会社の関係 

関連当事者への

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、

当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には

該当しません。 

 

（５）会計処理の概要 

   特記すべき事項はありません。 

 

５．ＦＡシステムおよび画像検査装置事業の譲渡の概要 

（１）ＦＡシステムおよび画像検査装置事業の経営成績 

 ＦＡシステムおよび 

画像検査装置事業(a) 
平成２３年１１月期連結実績(b) 比率(a/b) 

売上高 713百万円 87,659百万円 0.8％

営業利益 6百万円 5,056百万円 0.1％

 

（２）譲渡する資産、負債の項目及び金額 

譲渡資産、負債は、棚卸資産、固定資産等を予定しておりますが、具体的な内容は現在検討中で

あります。 

（３）譲渡価額及び決済方法 

   譲渡価額につきましては現在確定しておりません。決済方法につきましては現金決済を予定してお

ります。 

（４）事業譲渡先の概要 

(a) 名称 株式会社ニッケ機械製作所 

(b) 所在地 兵庫県加古川市加古川町寺家町269-1 

(c) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小河原 茂 

(d) 事業内容 産業向け自動省力化機械の製造販売、受託加工 

(e) 資本金 50百万円 

(f) 設立年月日 昭和53年12月1日 

(g) 純資産 2,197百万円 

(h) 総資産 3,759百万円 

(i) 大株主及び持株比率 ニッケ（日本毛織株式会社）100％ 

人的関係 

当社役員１名が当該会社の取締役を兼任し、当社役員１名

が当該会社の監査役を兼任しております。また、当社から

当該会社に従業員１名を派遣しております。 

取引関係 
当社は当該会社から 700 百万円のグループ金融預かり金が

あります。 

(j) 
上場会社と 

当該会社の関係 

関連当事者への該当状況 当社の子会社であり、関連当事者に該当いたします。 

 

（５）会計処理の概要 

   特記すべき事項はありません。 



６．事業譲渡及び解散の日程 

（１）当社取締役会決議              平成２４年 ７月１０日 

（２）ＧＷ社との事業譲渡覚書の締結        平成２４年 ７月１０日 

（３）当社取締役会決議              平成２４年 ９月２１日（予定） 

（４）事業譲渡契約の締結             平成２４年 ９月２１日（予定） 

（６）ＧＷ社への事業譲渡期日           平成２４年１０月 １日（予定） 

（７）ニッケテクノシステム解散承認株主総会    平成２４年１１月中  （予定） 

（８）ニッケ機械への事業譲渡期日         平成２４年１２月 １日（予定） 

（９）ニッケテクノシステム解散日         平成２４年１２月 １日（予定） 

 

７．今後の見通し 

  ニッケテクノシステムの解散および事業譲渡に関連し、当連結会計年度に事業譲渡損や特別退職金支

払い等約９億円の損失が発生する見込みであり、本日公表の連結業績予想に織り込み済であります。 

 

以  上 


