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資本・業務提携の強化に関するお知らせ 

当社は、平成 24 年８月９日開催の取締役会において、株式会社ビーコン インフォメーション 

テクノロジーとの間で、資本・業務提携を強化することを決議いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

 これにより、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーは、当社の持分法適用関連

会社となります。 

 

記 

 

１．資本・業務提携強化の理由 

  当社と株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーは、主にパッケージソフトウェア

事業・コンサルティング事業等を行っております。その中でも、当社は IT システム運用の分野

に強みを持ち、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーは IT システム開発の上流

工程への対応を得意分野としております。 

今回の資本・業務提携強化で、事業体制の強化および事業拡大を目指し、両社の得意分野や強

みを融合させ、販売、サービス、製品開発等の充実を図り、近年のクラウドコンピューティング

をはじめとする急速な市場環境の変化に対応し、今求められている新時代のサービスを共同で展

開してまいります。 

 

２．資本・業務提携強化の内容 

(1) 業務提携強化の主な内容 

① 両社は、各々が持つ販売ルートを互いに有効活用することで、売上の拡大、提供するサ

ービスの拡充を図るものであります。 

② 両社は、クラウドコンピューティングの時代に対応した、新規事業への参入を共同で実

施するため、協力体制を確立するものであります。 

③ 両社は、中国ビジネスの組織再編・事業強化を目的として、協力体制を強化するもので

あります。 

④ 両社は、人的資源の交流を図るものであります。 

⑤ 両社は、付加価値の高い製品開発を行うための体制を確立するものであります。 

(2) 資本提携強化の主な内容 

当社は、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーの株式 590,000 株（議決 

権比率 16.14％）について、1株当たりの譲受価格 900 円、取得総額 531 百万円で平成 24

年 8 月 10 日に取得する予定です。これにより、当社の議決権比率は 20.24％となります。    
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３．資本・業務提携強化の相手先の概要（平成 24 年８月９日現在） 

(1) 名称 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 

(2) 所在地 東京都新宿区西新宿一丁目 24 番１号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 新藤 匡浩 

(4) 事業内容 パッケージ事業、IT プロデュース事業、コンサルティング事業 

(5) 資本金 809,250,000 円 

(6) 設立年月日 昭和 51 年８月 18 日 

株式会社ビジネスコンサルタント 24.98％  

株式会社リンクレア 13.79％  

三信株式会社 5.53％  

三菱 UFJ キャピタル株式会社 5.47％  

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 4.71％  

東洋ビルメンテナンス株式会社 4.54％  

(7) 
大株主および 

議決権比率 

株式会社ビーエスピー 4.10％  

資 本 関 係

当社は、当該会社の普通株式 150,000 株(議決権

比率 4.10％)を保有し、当該会社は当社の普通株

式 635,000 株(同 16.07％)を保有しております。

人 的 関 係
当社の監査役 葛西 清は、当該会社の監査役を

兼任しております。 

取 引 関 係
当社と当該会社の間には、製品の取引関係があ

ります。 

(8) 
上場会社と当該会社

との間の関係 

関連当事者への

該 当 状 況

当該会社は、大株主として関連当事者に該当い

たします。 

(9) 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

純資産 3,841,609 千円 3,496,328 千円 3,071,166 千円

総資産 6,853,111 千円 5,992,488 千円 5,281,162 千円

１株当たり純資産 957.01 円 929.01 円 809.62 円

売上高 3,926,432 千円 3,410,102 千円 3,081,442 千円

営業利益 △149,691 千円 31,179 千円 43,833 千円

経常利益 22,504 千円 182,925 千円 147,069 千円

当期純利益 34,233 千円 △11,639 千円 △466,707 千円

１株当たり当期純利益 8.88 円 △3.09 円 △127.67 円

１株当たり配当金 15.00 円 10.00 円 10.00 円

 

なお、資本提携強化による当該株式譲受後の大株主および議決権比率は以下のとおりです。 

株式会社ビーエスピー 20.24％  

株式会社ビジネスコンサルタント 14.03％  

株式会社リンクレア 13.79％  

三信株式会社 5.53％  

三菱 UFJ キャピタル株式会社 5.47％  

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 4.71％  

当該株式譲受後の 

大株主および議決権比率 

東洋ビルメンテナンス株式会社 4.54％  
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４．日程 

(1) 取締役会決議 平成 24 年８月９日 

(2) 業務提携合意日 平成 24 年８月９日 

(3) 株式譲受予定日 平成 24 年８月 10 日 

 

５．今後の見通し 

本業務提携による当社業績へ与える影響は軽微なため、業績予想の変更はございません。 

 

以上 


