
 

                                            

 

 

当社は平成

しました。また、平成

す。
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当社は平成

しました。また、平成

す。 
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当社は平成

しました。また、平成

 

子会社

（１）

（２）

                      

 位 

当社は平成

しました。また、平成

子会社への

）対象

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

 

（２）シンガポール法人を

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

 

当社は平成28

しました。また、平成

への

対象会社の概要

 商号：

 所在地：

 役員および代表者の職氏名：

（取締役）

大亀

堀淵

宮﨑

伴

（秘書役）

伴

(

 事業内容：

 資本金：

(注

 設立年月日：平成

 大株主および持株比率：当社

 決算期：９月

シンガポール法人を

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

28 年

しました。また、平成

への増資

会社の概要

商号：

所在地：

役員および代表者の職氏名：

（取締役）

大亀

堀淵

宮﨑

伴 

（秘書役）

伴 

(注)

事業内容：

資本金：

注) 

設立年月日：平成

大株主および持株比率：当社

決算期：９月

シンガポール法人を

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

 

 

年9

しました。また、平成

増資の概要および

会社の概要

商号：

所在地：

役員および代表者の職氏名：

（取締役）

氏名

大亀 裕

堀淵 昭洋

宮﨑 一郎

 仁 

（秘書役）

氏名

 仁 

) 平成

事業内容：

資本金：

 平成

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

設立年月日：平成

大株主および持株比率：当社

決算期：９月

シンガポール法人を

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

 

 

9 月

しました。また、平成 28

の概要および

会社の概要

商号：DAIKI AXIS SINGAPORE

所在地：8 Temasek Boulevard #35

役員および代表者の職氏名：

（取締役） 

氏名

裕 

昭洋

一郎

 

（秘書役） 

氏名

 

平成

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

事業内容：

資本金：6

平成 28

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

設立年月日：平成

大株主および持株比率：当社

決算期：９月

シンガポール法人を

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

月26

28 年

の概要および

会社の概要 

DAIKI AXIS SINGAPORE

8 Temasek Boulevard #35

役員および代表者の職氏名：

 

氏名 

 

昭洋 

一郎 

 

氏名 

平成28

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

事業内容：各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

 海外子会社の統括業務

6百

28年

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

設立年月日：平成

大株主および持株比率：当社

決算期：９月

シンガポール法人を

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

26 日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

年 8

の概要および

 

DAIKI AXIS SINGAPORE

8 Temasek Boulevard #35

役員および代表者の職氏名：

 

 

28年

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

海外子会社の統括業務

百万シンガポールドル

年 8

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

設立年月日：平成

大株主および持株比率：当社

決算期：９月 

シンガポール法人を

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

8 月

の概要および

DAIKI AXIS SINGAPORE

8 Temasek Boulevard #35

役員および代表者の職氏名：

年8月

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

海外子会社の統括業務

シンガポールドル

8月

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

設立年月日：平成

大株主および持株比率：当社

シンガポール法人を設立した目的

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

 

                      

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

月 1 日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

の概要および設立の

DAIKI AXIS SINGAPORE

8 Temasek Boulevard #35

役員および代表者の職氏名：

当社

当社

大器

－ 

－ 

月1

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

海外子会社の統括業務

シンガポールドル

月 1日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

設立年月日：平成 28

大株主および持株比率：当社

設立した目的

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

 

                      

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

設立の

DAIKI AXIS SINGAPORE

8 Temasek Boulevard #35

役員および代表者の職氏名：

当社 

当社 

大器環保工程

 

 

1日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

海外子会社の統括業務

シンガポールドル

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

28年 8

大株主および持株比率：当社

設立した目的

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

    

  

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

設立の目的

DAIKI AXIS SINGAPORE

8 Temasek Boulevard #35

役員および代表者の職氏名：

 代表取締役社長

 専務取締役

環保工程

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

海外子会社の統括業務

シンガポールドル

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

8月

大株主および持株比率：当社

設立した目的

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

                      

     

 

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

目的

DAIKI AXIS SINGAPORE

8 Temasek Boulevard #35

役員および代表者の職氏名： 

代表取締役社長

専務取締役

環保工程

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

海外子会社の統括業務

シンガポールドル

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

月 1

大株主および持株比率：当社 100

設立した目的 

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

会 社 名

代 表 者 名

問 合 せ 先

                                

 

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

目的 

DAIKI AXIS SINGAPORE

8 Temasek Boulevard #35

 

代表取締役社長

専務取締役

環保工程(大連

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

海外子会社の統括業務

シンガポールドル(

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

1日 

100

 

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

会 社 名

代 表 者 名

問 合 せ 先

          

 1 

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

記

DAIKI AXIS SINGAPORE P

8 Temasek Boulevard #35-

現職

代表取締役社長

専務取締役

大連

現職

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

海外子会社の統括業務 

シンガポールドル(約

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

 

100％ 

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

会 社 名

代 表 者 名

 

問 合 せ 先

 

          

 / 3

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

記 

PTE

-02A Suntec Tower Three Singapore

現職

代表取締役社長

専務取締役CFO

大連)有限公司

現職

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

約 5億

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

 

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

会 社 名

代 表 者 名

問 合 せ 先

          

3 

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

 

TE.LTD

02A Suntec Tower Three Singapore

現職 

代表取締役社長CEO

CFO 

有限公司

現職 

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

億円

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立

会 社 名 

代 表 者 名  

（コード番号：

問 合 せ 先 

（

          

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

LTD.

02A Suntec Tower Three Singapore

CEO

 

有限公司

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

円) (

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

東南アジアでの営業情報の収集を目的として設立いた

株式会社

 代 表 取 締 役 社 長

（コード番号：

専務

（TEL

          

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

. 

02A Suntec Tower Three Singapore

CEO 

有限公司 

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

(予定

日設立時および現在の資本

が、今回のグループ内組織再編により記載の資本金額になる予定であります。

当社は、今後の東アジア、東南アジアを中心とした海外での事業展開を加速化し、ローカ

ル企業との業務・資本提携を図るとともに既設および今後設立される海外子会社の統括業務、

いた

株式会社

代 表 取 締 役 社 長

（コード番号：

専務取締役

TEL：

          

組織再編に関するお知らせ

日開催の取締役会において、下記の通りグループ内の組織再編を決議いた

日付で子会社を設立しておりますので合わせてお知らせいたしま

02A Suntec Tower Three Singapore

 

 総経理

日設立時および現在の取締役および秘書役は

今回のグループ内組織再編により記載の体制となる予定であります。

各種水処理装置の販売および設計・施工・管理

予定) 

日設立時および現在の資本金額
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当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え
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ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。
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（２）対象会社の概要

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

）組織再編

① 

② 

 

                      

（３）今後の見通し

本件が

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

 

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

ております。

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

また、当社

ポール子会社の傘下とす

公表いたします。

組織再編(孫会社の異動

（１）組織再編

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

判断に至りました。

（２）対象会社の概要

 商号：

 所在地：

 設立年月日：平成

 事業内容：排水処理装置の製造・販売

 決算期：９月

 資本金：

 純資産：

 総資産：

 従業員数：

）組織再編

  当社保有の対象会社の全株式

社である

し、

 資本異動の内容

(1)

(2)

(3)

                      

（３）今後の見通し

本件が

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

ております。

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

また、当社

ポール子会社の傘下とす

公表いたします。

孫会社の異動

（１）組織再編

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

判断に至りました。

（２）対象会社の概要

商号：

所在地：

設立年月日：平成

事業内容：排水処理装置の製造・販売

決算期：９月

資本金：

純資産：

総資産：

従業員数：

）組織再編

当社保有の対象会社の全株式

社である

し、PT.DAIKI AXIS INDONESIA

資本異動の内容

(1)異動前の所有株式数

(2)異動後の所有株式数

(3)当社

け

                      

（３）今後の見通し

本件が今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

ております。

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

また、当社

ポール子会社の傘下とす

公表いたします。

孫会社の異動

（１）組織再編(孫会社の異動

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

判断に至りました。

（２）対象会社の概要

商号：PT.DAIKI AXIS INDONESIA

所在地：

設立年月日：平成

事業内容：排水処理装置の製造・販売

決算期：９月

資本金：

純資産：

総資産：

従業員数：

）組織再編(孫会社の異動

当社保有の対象会社の全株式

社である

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

資本異動の内容

異動前の所有株式数

異動後の所有株式数

当社

ける

                      

（３）今後の見通し 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

ております。 

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

また、当社は中国大連にも

ポール子会社の傘下とす

公表いたします。

孫会社の異動

孫会社の異動

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

判断に至りました。

（２）対象会社の概要

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

所在地：Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

設立年月日：平成

事業内容：排水処理装置の製造・販売

決算期：９月

資本金：700

純資産：633

総資産：842

従業員数：

孫会社の異動

当社保有の対象会社の全株式

社である株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

資本異動の内容

異動前の所有株式数

異動後の所有株式数

当社が有償にて譲り受

る価額

                      

 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

 

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

は中国大連にも

ポール子会社の傘下とす

公表いたします。

孫会社の異動

孫会社の異動

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

判断に至りました。

（２）対象会社の概要 

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

設立年月日：平成

事業内容：排水処理装置の製造・販売

決算期：９月 

700億インドネシアルピア

633億インドネシアルピア

842億インドネシアルピア

従業員数：54

孫会社の異動

当社保有の対象会社の全株式

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

資本異動の内容

異動前の所有株式数

異動後の所有株式数

が有償にて譲り受

価額 

                      

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

は中国大連にも

ポール子会社の傘下とす

公表いたします。 

孫会社の異動)の目的および概要

孫会社の異動

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

判断に至りました。

 

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

設立年月日：平成

事業内容：排水処理装置の製造・販売

 

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

54名(

孫会社の異動

当社保有の対象会社の全株式

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

資本異動の内容 

異動前の所有株式数

異動後の所有株式数

が有償にて譲り受

 

                      

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

は中国大連にも

ポール子会社の傘下とす

の目的および概要

孫会社の異動

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

判断に至りました。 

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

設立年月日：平成 10

事業内容：排水処理装置の製造・販売

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

(平成

孫会社の異動

当社保有の対象会社の全株式

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

 

異動前の所有株式数

異動後の所有株式数

が有償にて譲り受

 

                      

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

は中国大連にも

ポール子会社の傘下とすることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

の目的および概要

孫会社の異動)の目的

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

10年

事業内容：排水処理装置の製造・販売

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

平成 27

孫会社の異動)の概要

当社保有の対象会社の全株式

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

異動前の所有株式数

異動後の所有株式数

が有償にて譲り受

 

                      

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

は中国大連にも

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

の目的および概要

の目的

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

年 4

事業内容：排水処理装置の製造・販売

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

27年

の概要

当社保有の対象会社の全株式

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

異動前の所有株式数 

異動後の所有株式数 

が有償にて譲り受

                      

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

は中国大連にも 100

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

の目的および概要

の目的 

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

4月

事業内容：排水処理装置の製造・販売

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

年 12

の概要 

当社保有の対象会社の全株式

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

 

 

が有償にて譲り受

                      

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

100％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

の目的および概要

 

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

月 13

事業内容：排水処理装置の製造・販売

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

12月現在

 

当社保有の対象会社の全株式(99.99%)

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

699,900

100

699,900

100

1,455,000

                                

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

の目的および概要 

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

13日 

事業内容：排水処理装置の製造・販売

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

億インドネシアルピア

月現在

(99.99%)

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIA

699,900

100

699,900

100

1,455,000

          

 2 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

 

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

PT.DAIKI AXIS INDONESIA 

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

 

事業内容：排水処理装置の製造・販売

億インドネシアルピア(約

億インドネシアルピア(約

億インドネシアルピア(約

月現在

(99.99%)

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

PT.DAIKI AXIS INDONESIAをシンガポール法人の子会社といたします。

699,900

100株（

699,900

100株（当社：

1,455,000

          

 / 3

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

 

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

事業内容：排水処理装置の製造・販売 

約 655

約 519

約 690

月現在) 

(99.99%)をシンガポール法人に現物出資し、

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

をシンガポール法人の子会社といたします。

699,900株

株（株式会社ダイテク：

699,900株（

株（当社：

1,455,000

          

3 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

前述いたしましたシンガポールの法人設立に

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

655百万円、平成

519百万円、平成

690百万円、平成

をシンガポール法人に現物出資し、

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

をシンガポール法人の子会社といたします。

株（

株式会社ダイテク：

株（DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

株（当社：

1,455,000円

          

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

前述いたしましたシンガポールの法人設立に合わせて

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA

百万円、平成

百万円、平成

百万円、平成

をシンガポール法人に現物出資し、

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

をシンガポール法人の子会社といたします。

（当社：

株式会社ダイテク：

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

株（当社：0.01

円 

          

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

ことで更なる企業価値の向上に努めてまいります。 

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

合わせて

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

Jakarta Selatan 12840 INDONESIA 

百万円、平成

百万円、平成

百万円、平成

をシンガポール法人に現物出資し、

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式

をシンガポール法人の子会社といたします。

当社：

株式会社ダイテク：

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

0.01

          

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

 

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

合わせて

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

百万円、平成

百万円、平成

百万円、平成

をシンガポール法人に現物出資し、

株式会社ダイテク保有の対象会社の全株式(0.01

をシンガポール法人の子会社といたします。

当社：99.99

株式会社ダイテク：

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

0.01%

           

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

合わせて、意思決定の迅速化、情報収集の精

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

百万円、平成

百万円、平成

百万円、平成

をシンガポール法人に現物出資し、

0.01

をシンガポール法人の子会社といたします。

99.99

株式会社ダイテク：

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

%） 

          

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

百万円、平成 27

百万円、平成 27

百万円、平成 27

をシンガポール法人に現物出資し、

0.01%)

をシンガポール法人の子会社といたします。

99.99%）

株式会社ダイテク：

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

 

        

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

27年

27年

27年

をシンガポール法人に現物出資し、

%)を当社が有償にて

をシンガポール法人の子会社といたします。

） 

株式会社ダイテク：0.01

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

        

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

年９

年９

年９

をシンガポール法人に現物出資し、

を当社が有償にて

をシンガポール法人の子会社といたします。

 

0.01%

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

        

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

９月期

９月期

９月期

をシンガポール法人に現物出資し、

を当社が有償にて

をシンガポール法人の子会社といたします。

%）

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

度向上という観点から組織の再編に関して検討を重ねてまいりました。 

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

月期)

月期)

月期)

をシンガポール法人に現物出資し、

を当社が有償にて

をシンガポール法人の子会社といたします。

） 

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

 

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

) 

) 

) 

をシンガポール法人に現物出資し、

を当社が有償にて

をシンガポール法人の子会社といたします。

 

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。 

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

結果、当社が保有するインドネシア法人の株式をシンガポール法人に譲渡し、

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

をシンガポール法人に現物出資し、

を当社が有償にて

をシンガポール法人の子会社といたします。

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.：

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

 

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

、シンガポー

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

をシンガポール法人に現物出資し、当社の子会

を当社が有償にて譲り受け

をシンガポール法人の子会社といたします。

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.：99.99

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

シンガポー

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

当社の子会

譲り受け

をシンガポール法人の子会社といたします。 

99.99

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

シンガポー

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

当社の子会

譲り受け

 

99.99%

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

当社グループの将来に向けた事業戦略における最重点取組課題は海外展開であると考え

今回の再編を機に、その課題に向けた取組を加速すると共に収益力の拡大・多様化を図る

％子会社を有しておりますが、その統括業務を含めシンガ

ることも現在検討中であります。何らかの決定が出ましたら改めて

、意思決定の迅速化、情報収集の精

シンガポー

ル法人の傘下として業務遂行にあたることが、今後の中長期的な成長・発展に寄与するとの

Plaza KAHA 3rd Floor Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20 B Bukit Duri Tebet 

当社の子会

譲り受け

%） 

  



 

                                            

 

 

                      

（４

（５）

                      

４）日程

①

②

③

（５）

                      

）日程

① 

② 

③ 

（５）今後の見通し

本件が

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

 

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

 

                      

）日程 

 資本異動の決議日：平成

 譲渡契約締結日：

 株式異動日：

今後の見通し

本件が

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

 

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

 

                      

 

資本異動の決議日：平成

譲渡契約締結日：

株式異動日：

今後の見通し

本件が

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

資本異動の決議日：平成

譲渡契約締結日：

株式異動日：

今後の見通し

本件が今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

資本異動の決議日：平成

譲渡契約締結日：

株式異動日：

今後の見通し 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

資本異動の決議日：平成

譲渡契約締結日：

株式異動日：平成

 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

資本異動の決議日：平成

譲渡契約締結日：

平成

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

資本異動の決議日：平成

譲渡契約締結日：平成

平成 28

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

資本異動の決議日：平成

平成 28

28年

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

資本異動の決議日：平成 28

28

年 12

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

28年

28年 12

12月

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                      

年 9

12

月（

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

                                

9月

12月（予定）

（予定）

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

          

 3 

月 26

月（予定）

予定）

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

          

 / 3

26日

月（予定）

予定） 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

          

3 

日 

月（予定） 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

          

 

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

          

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

対象会社は、当社グループの海外製造拠点として平成

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

          

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

平成

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

           

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

平成 27

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

          

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

7年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

        

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。

        

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

機に、更なる生産技術の向上を図り収益力を高めてまいります。 

        

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

ますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかに公表いたします。 

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

 

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

以上

今後の当社グループ業績に与える影響につきましては軽微であると認識しており

年に新工場を建設し、インドネ

シア国内および東南アジアを中心に海外に向けた製品供給を行っております。今回の再編を

以上  

  


