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米国ＤＴｘ社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年 10 月 16 日開催の取締役会において、以下の通り、米国フロリダ州に本社をおく DTx Inc.（以下、

DTx 社）の株式を取得し、子会社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。 

 

記 

 

１． 株式の取得の理由 

当社は、米国において子会社の Contec Microelectronics U.S.A. Inc.を中心に事業を展開しておりますが、このた

び米国における事業拡大および医療機器業界への取り組み強化を目的として、医療機器向け組込みソリューション

を手がけている DTx 社を子会社化することとしました。DTx 社は、医療機器へ組み込む専用コントローラを開発、販

売することを主力ビジネスとしており、そのため、ISO13485（医療機器の品質保証のための国際標準規格）の認証を

受け、FDA（アメリカ食品医薬品局）の基準に対応した電子機器を米国の大手医療機器メーカーに OEM 供給してお

ります。 

 

当社は、医療機器業界を今後成長の期待される分野のひとつとして注目し、当社の得意とする産業用コンピュー

タ、計測・制御用製品、ネットワーク機器のコア技術を基に医療機器メーカー向けの分析機器用コントローラ、調剤関

連のコントローラ、病院向けベッドサイド情報端末などの製品を開発し販売を進めております。 

 

DTx 社は米国の大手医療機器メーカーに数多くの顧客を持っており、同社の販売ルートを活用し、当社製品の米

国医療機器業界への拡販を行うとともに、当社と DTx 社の共同開発により、医療機器業界向けの専用コントローラな

ど業界のニーズを満たした製品をこれまで以上に提供してまいります。今後、日本、米国だけでなくグローバルに海

外展開し、ビジネスの拡大を目指します。 
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２． 株式の取得の方法 

当社は、Antares Capital Fund III Limited Partnership（以下、Antares）を始めとする DTx 社の各株主（45 名）との

間で、DTx 株式に係る株式売買契約を締結し、DTx 社の発行済株式総数の約 85.0％の株式を取得することを予定

しております。 

 

３． 異動する子会社（DTx 社）の概要 

（１） 名称 DTx Inc. 

（２） 所在地 （本社）1800 Penn Street, Melbourne, Florida 32901 U.S.A. 

（３） 代表者の役職・氏名 Chairman  Randall E.Poliner 

（４） 事業内容 医療機器 OEM 向けの組込みソリューション 

（５） 資本金 214 米ドル 

（６） 設立年月日 平成 14 年 12 月 18 日 

（７） 大株主及び持株比率

（注） 

１．49.30％ Antares Capital Fund III Limited Partnership 

２．17.48％ Arthur R. Schmitt（元 DTx 社の President です。） 

３．16.38％ Eugene R. Garofalo, Jr.  

(DTx 社の Vice President of Business Development です。) 

資本関係 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。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。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、

特筆すべき人的関係はありません。 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

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。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、

特筆すべき取引関係はありません。 

（９） 当該会社の 近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 21 年 12 月期 平成 22 年 12 月期 平成 23 年 12 月期 

純資産 4,755 千米ドル 4,489 千米ドル 4,584 千米ドル

総資産 6,535 千米ドル 8,981 千米ドル 10,804 千米ドル

１ 株当たり純資産 1.25 ドル 1.12 ドル 1.10 ドル

売上高 22,614 千米ドル 26,604 千米ドル 32,433 千米ドル

営業利益 733 千米ドル 1,007 千米ドル 1,887 千米ドル

当期純利益 847 千米ドル 717 千米ドル 1,267 千米ドル

１株当たり当期純利益 0.22 ドル 0.18 ドル 0.30 ドル

１株当たり配当金 － 0.25 ドル 0.28 ドル

（注） （７）の持株比率は、DTx 社の普通株式（議決権株式）ベースで計算しております。 
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４． 株式取得の相手先の概要 

（Antares Capital Fund III Limited Partnership） 

（１） 名称 Antares Capital Fund III Limited Partnership 

（２） 所在地 9999 NE 2nd Avenue, Suite 306 Miami Shores, FL 33138 U.S.A. 

（３） 設立根拠等 米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップ法 

（４） 組織目的 投資 

（５） 組成日 平成 12 年３月 

（６） 出資の総額 Antares から非開示とすることが求められているため、記載をしておりません。 

（７） 出資者・出資比率・ 

出資者の概要 

Antares から非開示とすることが求められているため、記載をしておりません。 

名称 Antares Capital Partners III, LLC 

所在地 9999 NE 2nd Avenue, Suite 306 Miami Shores, FL 33138 U.S.A. 

代表者の役

職・氏名 

Managing Member  Randall E. Poliner 

事業内容 投資ファンド運営 

（８） 業務執行組合員の 

概要 

資本金 Antares から非開示とすることが求められているため、記載をしておりませ

ん。 

（９） 国内代理人の概要 該当事項はありません。 

上場会社と 

当該ファン

ド と の 間 の

関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接

問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社

と当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）との間に特筆すべき資本関

係・人的関係・取引関係はありません。 

上場会社と

業 務 執 行

組合員との

間の関係 

当社と当該ファンドの業務執行組合員との間には、記載すべき資本関

係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及

び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務

執行組合員の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

（10）上場会社と当該 

ファンドとの間の関係 

上場会社と 

国 内 代 理

人との間の

関係 

当社と当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取

引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当

該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者及び関係会社との間に

は、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 
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（Arthur R. Schmitt） 

（１） 名称 Arthur R. Schmitt 

（２） 住所 米国フロリダ州メルボルン市 

（３） 上場会社と当該個人 

の関係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等

並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及

び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

（Eugene R. Garofalo, Jr.） 

（１） 名称 Eugene R. Garofalo, Jr. 

（２） 住所 米国フロリダ州メルボルン市 

（３） 上場会社と当該個人 

の関係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等

並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及

び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

（その他の株主） 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）と

の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並

びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

５． 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） 

（議決権所有割合 ： 0.0％） 

（２） 取得株式数 普通株式3,448,254株、無議決権株式331,634株 

（議決権の数：3,448,254個） 

 

（３） 取得価額 

（注） 

DTx社の普通株式及び無議決権株式の取得予定価額 ： 1,620百万円 

       （20,825千米ドル） 

アドバイザリー費用等（概算額）                 ：   45百万円 

合計                ： 1,665百万円 

（４） 異動後の所有株式数 3,779,888株 

（議決権の数：3,448,254個） 

（議決権所有割合 ：85.0％） 

（注） （３）取得価額は、平成 24 年 9 月 28 日時点の為替レートの終値（１米ドル=77.61 円）で換算しております。 
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６． 日程 

（１） 取締役会決議 平成24年10月16日 

（２） 株券引渡期日 平成24年12月下旬を予定 

 

７． 今後の見通し 

本件により、平成 25 年３月期の業績に与える影響は軽微であります。なお、平成 26 年３月期以降の業績に与える影

響につきましては、現在、策定しております中期経営計画に含めて公表させていただきます。 

 

以 上 
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