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子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ 
 

当社は、平成 28 年７月 28 日開催の取締役会において、当社が発行済株式の 66%を保有する連結子会社であるク

ラウドランド株式会社（以下、「クラウドランド」という）の出資持分をすべて株式会社サイバーリンクス（以下、「サイバー

リンクス」という）に譲渡することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式譲渡の理由 

 クラウドランドは平成 23 年 10 月に当社と株式会社ニュートラル（以下、「ニュートラル」という）が共同出資し設立した

連結子会社でありますが、昨年７月にサイバーリンクスがニュートラルを吸収合併したことを機に、当社とサイバーリン

クスはクラウドランドの共同出資者として、今後の事業戦略について協議を重ねてまいりました。 

この度、当社はクラウドランドの株式譲渡を通じて、クラウドランドが展開する流通業向けクラウドサービス事業をサイ

バーリンクスへ一元化し、当社グループの事業運営効率化および当社の強みであるインフラ構築ビジネスへの経営

資源集中を推進してまいります。 

 

２．異動する子会社の概要 

(1)名称 クラウドランド株式会社 

(2)所在地 東京都中央区東日本橋二丁目８番５号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 南埜 滋 

(4)事業内容 ・インターネット型 EDI サービスおよび運用管理サービスの提供 

・インターネット型情報処理サービスおよび運用管理サービスの提供 

(5)資本金 100 百万円 

(6)設立年月日 平成 23 年 10 月３日 

(7)大株主及び持株比率 

(平成 28 年７月 28 日現在) 

兼松エレクトロニクス株式会社 

株式会社サイバーリンクス 

66.0%

34.0%

(8)当社と当該会社との間の関係 資本関係 当社は、クラウドランドの発行済株式総数の 66.0%を所有

しております。 

人的関係 当社の取締役2 名が、クラウドランドの取締役および監査

役に 1 名ずつ就任しております。 

取引関係 当社は、クラウドランドに対して資金の貸付を行っており

ます。 

(9)当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態（単体） 

決算期 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期 平成 28 年３月期 

純資産 △6 百万円 △8 百万円 27 百万円

総資産 95 百万円 123 百万円 151 百万円

１株当たり純資産 △3,351.79 円 △4,165.02 円 13,522.01 円

売上高 165 百万円 231 百万円 382 百万円

営業利益または営業損失(△) △29 百万円 0 百万円 37 百万円

経常利益または経常損失(△) △30 百万円 △1 百万円 36 百万円

当期純利益または当期純損失(△) △30 百万円 △1 百万円 35 百万円

１株当たり当期純利益 

または当期純損失(△) 

△15,415.46 円 △813.23 円 17,687.03 円

１株当たり配当金 －円 －円 －円

 



３．株式譲渡の相手先の概要 

(1)名称 株式会社サイバーリンクス 

(2)所在地 和歌山県和歌山市紀三井寺 849 番地の 3 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 村上 恒夫 

(4)事業内容 基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売 

(5)資本金 787 百万円（平成 27 年 12 月期） 

(6)設立年月日 昭和 39 年５月 28 日 

(7)純資産 3,150,208 千円（平成 27 年 12 月期） 

(8)総資産 5,164,941 千円（平成 27 年 12 月期） 

(9)大株主及び持株比率 

(平成 27 年 12 月 31 日現在) 

株式会社サイバーコア 

村上 恒夫 

サイバーリンクス従業員持株会  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

西日本電信電話株式会社 

株式会社紀陽銀行 

和歌山県 

パナソニックシステムネットワークス株式会社 

富士通株式会社 

日本電気株式会社 

24.78%

7.65%

6.87%

2.57%

2.24%

1.96%

1.74%

1.51%

1.45%

1.05%

(10) 当社と当該会社との間の関係 資本関係 該当ありません。 

人的関係 該当ありません。 

取引関係 当社は、サイバーリンクスへ製品の販売等を行っておりま

す。 

関連当事者へ

の該当状況 

該当ありません。 

 

４．譲渡株式数、譲渡価額および異動前後の所有株式の状況 

(1)異動前の所有株式数 1,320 株 

（議決権の数：1,320 個） 

（議決権所有割合：66.0%） 

(2)譲渡株式数 1,320 株 

（議決権の数：1,320 個） 

(3)譲渡価額 66 百万円 

(4)異動後の所有株式数 0 株 

（議決権の数：0 個） 

（議決権所有割合：0.0%） 

 

５．日程 

(1)取締役会決議日 平成 28 年７月 28 日 

(2)契約締結日 平成 28 年７月 28 日 

(3)株式譲渡実行日 平成 28 年 11 月 30 日（予定） 

 

６．今後の見通し 

 本株式譲渡が当社の当期連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 28 年４月 28 日公表分）及び前期連結実績 

（百万円） 

 
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成 29 年３月期） 
61,300 6,650 6,700 4,450

前期連結実績 

（平成 28 年３月期） 
61,289 6,390 6,516 4,155

 

以 上 


