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平成 24 年 10 月 31 日 

各 位 

会社名 株式会社エス・エム・エス 

代 表 者 名 代表取締役社長 諸藤 周平

（コード番号：2175  東証第一部）

問 合 せ 先 経営管理本部長 杉崎 政人

（TEL ： 03-5295-7341）

 

インドネシアにおける子会社の設立、合弁会社 PT.INFOYASA MEDITAMA 

SEJAHTERA の設立、及び PT.MEETDOCTOR の第三者割当増資引受（子会社化）

に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年 10 月 31 日開催の臨時取締役会において、インドネシアにおける子会社の

設立及び PT.MEETDOCTOR の実施する第三者割当増資により発行する新株を引受け、同社を子会社

化することを決議いたしました。また、合弁会社の設立についても決議しておりますので、下記

の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

【本決議の理由】 

 当社は、「高齢者社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続け

る」ことを企業理念に掲げ、介護・医療・アクティブシニア分野に対して、コミュニティサービ

ス、人材紹介サービス等の事業を展開しております。 

 また、海外におきましては高齢社会に求められる情報インフラの姿とは何かを国ごとに理解し、

当社の強みを活かし No.1 になれる事業を特定、複数の国において事業化することを目指してお

り、現在、中国、韓国、台湾等に子会社を設立しております。 

インドネシアにおいては平成 23 年 10 月より現地でのリサーチを開始しており、その結果、特

に医療分野において事業展開の可能性があるものと判断しております。そこで、当社は事業リサ

ーチ等を行うことを目的とした子会社の設立、医療分野向け事業の推進を目的とした合弁会社の

設立、医療系スタートアップ企業への投資、という３つのスキームにより、インドネシアにおい

て事業を推進していきたいと考えております。 

 

当社は、インドネシアにおける事業展開の統括とリサーチ等を行うことを目的とした子会社を

設立する予定です。 

また、インドネシアにおいて、インターネット関連サービスを展開している日系企業と複数提
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携をしている PT.CORFINA MITRAKREASI と共同で事業を運営することで、事業展開を加速するこ

とができると考えております。そこで、医療分野における事業の推進を目的に PT.CORFINA 

MITRAKREASI と共同出資による合弁会社を設立する予定です。 

さらに当社は、平成 23 年６月に設立され、インドネシアにおいて既に医師や患者を多く囲い

込み、エンドユーザ向け医療Q&Aサイトを運営しているPT.MEETDOCTORへ出資を行う予定です。

同社を子会社化することで、医療従事者や患者等エンドユーザとの新たなネットワークを構築で

き、医療分野向け事業展開の可能性を広げることができると判断いたしました。そのため、 

PT.MEETDOCTOR の第三者割当増資を引受け、発行済株式の 51％を取得し当社の子会社とする予定

です。 

なお、今回の３つのスキームに関する出資は当社が行いますが、当社 99％出資の子会社の設

立が完了し次第、合弁会社ならびに PT.MEETDOCTOR の株式を当社から当社 99％出資子会社へ譲

渡する予定です。 

 

【子会社の設立】 

１．設立する子会社の概要 

(１) 商号              PT.SMS INDONESIA (予定)  

(２) 所在地      インドネシア共和国 ジャカルタ首都特別州  

(３) 設立年月     平成 25 年２月（予定） 

(４) 事業年度の末日  12 月末日 

(５)  資本金の額        10,000 百万ルピア（約 83 百万円） 

(６) 代表者      木林 琢磨 

(７) 事業内容          インドネシアでの事業展開の統括及び高齢化社会関連情報イン 

フラに関するリサーチ等 

(８)  出資比率      当社               99％ 

             諸藤周平（当社代表取締役社長）  １％ 

(９)  人的関係       当該子会社の取締役として木林琢磨（当社従業員）、監査役とし 

            て後藤夏樹（当社取締役管理本部長）が就任し、当社役職と兼務 

            となる予定です。 

 

２．日程  

  取締役会決議日     平成 24 年 10 月 31 日 

  設立年月日       平成 25 年２月（予定）   

  営業開始予定日     平成 25 年２月（予定） 
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【合弁会社の設立】 

１．設立する合弁会社の概要 

(１) 商号              PT.INFOYASA MEDITAMA SEJAHTERA  

(２) 所在地      インドネシア共和国 ジャカルタ首都特別州 

(３) 資本金の額    1,500 百万ルピア（約 12 百万円） 

(４) 代表者      Suryanto Wijaya（PT.CORFINA MITRAKREASI 会長兼 CEO） 

(５)  事業内容     メディカルツーリズム等の医療情報サービス 

(６)  出資比率     当社           50％ 

             PT.CORFINA MITRAKREASI  50％ 

  (７) 人的関係     該当事項はありません。 

            なお、今後、当該子会社の取締役として木林琢磨（当社従業員）、 

後藤夏樹（当社取締役管理本部長）、監査役として幸田恵至（当社 

従業員）が就任し、当社役職と兼務となる予定です。 

 

【第三者割当増資引受による子会社化】 

 １．子会社となる会社の概要（増資前） 

(１) 商号       PT.MEETDOCTOR 

(２) 所在地      インドネシア共和国 ジャカルタ首都特別州  

(３) 設立年月     平成 23 年６月 

(４) 事業年度の末日  12 月末日 

(５)  資本金の額        250 百万ルピア(約 2百万円)  

(６) 代表者      CEO Adhiatma Prakasa Gunawan 

(７) 事業内容          Web 上で医師に質問をし、医師が 30 分以内に回答する Q&A サイト 

「Meet Doctor」の運営など 

(８) 発行済株式総数  250 株 

(９)  大株主及び持ち株比率       

PT EXIMIO MEDIA            30％    

Mr.I Gusti Ngurah Wisnawa    30％ 

Mr.Adhiatma Prakasa Gunawan 20％ 

PT AITI PRIMA INDONESIA    20％ 

(10)  人的関係      該当事項はありません。 

なお、今後、当該子会社の取締役として木林琢磨（当社従業員）、 

後藤夏樹（当社取締役管理本部長）、監査役として幸田恵至（当社 

従業員）が就任し、当社役職と兼務となる予定です。 
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(11)  最近事業年度における業績の動向 

                                   （単位：千円） 

 平成 21 年 12 月期 平成 22 年 12 月期 平成 23 年 12 月期 

売上高 － － 0

売上総利益 － － △1,233

営業損益 － － △3,319

経常損益 － － △3,319

当期純損益 － － △3,319

１株当たり当期純損益 － － △13.28

総資産 － － △2,204

純資産 － － △6,273

１株あたり純資産 － － △250.94

（注）平成 23 年 12 月期の業績は平成 23 年６月から 12 月までの数値です。 

 

２．第三者割当増資引受の概要 

（１）引受株式数 普通株式 260 株 

（２）引受価額 １株につき 14 百万ルピア（約 12 万円） 

（３）引受価額の総額 3,864 百万ルピア（約 32 百万円） 

 

３．取得株式数、取得価格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  (所有割合 0.0％) 

（２）取得株式数 260 株 

（取得価額：3,864 百万ルピア(約 32 百万

円)） 

（３）異動後の所有株式数 260 株（所有割合 51.0％） 

 

４．日程  

  取締役会決議日     平成 24 年 10 月 31 日 

  払込期日             平成 25 年２月（予定）   

 

 

【今後の見通し】 

本件による当社の平成 25 年３月期の連結業績に与える影響は軽微であります。 

  

※邦貨換算につきましては、１円＝120 ルピアとして計算しております。 

以  上 


