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2019 年９月９日 

各 位 

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社

代表者名 取締役社長  佐々木  拓郎

 (コード 6651 東証･名証第１部)

問合せ先 総 務 部 長  蔵 辰 紀

 (ＴＥＬ．0 5 6 1 — 6 4 — 0 1 1 2 )

 

当社連結子会社による株式取得（孫会社化）に関するお知らせ 

 

 当社連結子会社であるサンテレホン株式会社（以下「サンテレホン」といいます。）は、本日、

SAO NAM AN TRADING SERVICE CORPORATION（所在地：ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」

といいます。）ホーチミン市、以下「SOECO」といいます。）の株式の取得に係る契約を SOECO の株

主と締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 株式取得の理由 

 サンテレホンは、情報通信専門商社のリーディングカンパニーとして、ＩＣＴ環境構築に必要

な商材をワンストップで提案しています。また、マルチベンダーの強みを活かしてお客様ニーズ

に対応したディストリビューション機能を提供しています。2017 年４月、タイ王国に最初の海外

拠点として SUNTEL(THAILAND)CO.,Ltd を設立し、お客様のグローバル調達への対応も開始しまし

た。 

 SOECO は、オフィス機器事業とセキュリティー事業の２つの事業を柱とした販売商社です。ベ

トナム全域に 400 社以上の販売ネットワークを有し、顧客数は 10,000 社以上あります。多数のグ

ローバルメーカー・サプライヤーとのネットワークを有しており、また、社内に高い技術力を持

つ独自の技術専門部隊を保有していることによりソリューション提案型の販売が可能です。 

 サンテレホンと SOECO はともに、セキュリティカメラを中心とするソリューション販売事業へ

注力しており、かつ、 ＢｔｏＢ（情報、オフィス関係機器）分野での卸売販売ネットワークを有

していることから親和性が高く、早期のシナジー実現が期待できます。サンテレホンが培ってき

た経験と提案力を活用し、ベトナムのお客様に新たな価値を届けることを目指して参ります。ま

た、SOECO のベトナムでのネットワークを活用し、日系のお客様のベトナムでのビジネスをサポ

ートして参ります。 

 

２. 株式取得を実施する子会社の概要 

（１） 名称 サンテレホン株式会社 

（２） 所在地 東京都中央区日本橋箱崎町 36 番２号 Daiwa リバーゲート 17 階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 榎本 雅之 

（４） 事業内容 情報通信機器・部品・工事材料の卸販売、等 

（５） 資本金 490 百万円 

（６） 設立年月日 1948 年 12 月 11 日 
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３. 異動する孫会社の概要 

（１） 名称 SAO NAM AN TRADING SERVICE CORPORATION 

（２） 所在地 
27/4-6 Kinh Duong Vuong, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh 

City, Vietnam 

（３） 代表者の役職・氏名 General Director  Nguyen Duy Binh 

（４） 事業内容 オフィス・セキュリティー機器の卸販売、等 

（５） 資本金 35,000 百万ベトナムドン（161 百万円） 

（６） 設立年月日 1997 年５月 10 日 

（７） 大株主及び持株比率 

Nguyen Duy Binh 3,000,000 株（85.7％） 

Nguyen Thi Hoai Thu 480,000 株（13.7％） 

Truong Thi Mong Suong  20,000 株（0.6％） 

（８） 上場会社と当該会社の

関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近の経営成績及び財政状態 

決算期 2016 年 12 月期 2017 年 12 月期 2018 年 12 月期 

純資産 
53,215 百万ドン 

（245 百万円） 

56,034 百万ドン 

（258 百万円） 

54,753 百万ドン 

（252 百万円） 

総資産 
145,597 百万ドン 

（670 百万円） 

156,582 百万ドン 

（720 百万円） 

166,614 百万ドン 

（766 百万円） 

売上高 
270,833 百万ドン 

（1,246 百万円） 

306,869 百万ドン 

（1,412 百万円） 

296,136 百万ドン 

（1,362 百万円） 

営業利益 
17,946 百万ドン 

（83 百万円） 

11,653 百万ドン 

（54 百万円） 

8,001 百万ドン 

（37 百万円） 

経常利益 
14,227 百万ドン 

（65 百万円） 

6,338 百万ドン 

（29 百万円） 

7,227 百万ドン 

（33 百万円） 

当期純利益 
13,353 百万ドン 

（61 百万円） 

4,713 百万ドン 

（22 百万円） 

6,128 百万ドン 

（28 百万円） 

 

４. 株式取得の相手先の概要 

（１） 氏名 
Nguyen Duy Binh、Nguyen Thi Hoai Thu、 

Truong Thi Mong Suong 

（２） 住所 ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 

（３） 上場会社と当該個人の

関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

５. 取得株式数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％） 
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（２） 取得株式数 3,499,998 株（所有割合：99.9％） 

（３） 異動後の所有株式数 3,499,998 株（所有割合：99.9％） 

 

６. 日程 

   契約締結日  2019 年９月９日 

   株式譲渡実行日 2019 年 10 月 25 日（予定） 

 

７. 今後の見通し 

   本件が 2020 年３月期の連結業績に与える影響は軽微です。 

 

 

以 上 

 

 


