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                     2020 年 3 月 23 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 倉 元 製 作 所 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  鈴木  聡 

（コード番号 ５２１６） 

問合せ先  取締役経営管理部長 関根 紀幸 

電 話

電 話  0228‐32‐5111         

 

 

（再訂正）「スポンサー支援に関する契約書の締結、第三者割当による新株式発行、 

主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動並びに 

業務提携に関する覚書の締結に関するお知らせ」の一部訂正について 
 

 

2020 年３月 18 日付にて開示いたしました『（訂正）「スポンサー支援に関する契約書の締結、第三者割

当による新株式発行、主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動並びに業務提携に関する覚書

の締結に関するお知らせ」』の内容の一部に訂正すべき箇所がございましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

訂正箇所は下線（＿）を付して表示しております。 

 

（６ページ） 

【訂正前】 

Ⅳ．業務提携に関する覚書 

３．業務提携に関する覚書の相手先の概要 

(1) 名称 Novocare 社 

（Shenzhen Novocare Medical Devices Inc.） 

(2) 所在地 中華人民共和国広東省深圳市南山区科技园南区高新南环路 29 号留学生创业

大厦二期 21 楼 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役  呉 征瑜 

(4) 事業内容 非侵入型のバイタルサイン監視システムの研究開発、生産、販売 

(5) 資本金 29,334,800 人民元 

(6) 設立年月 2012 年 11 月 

(7) 純資産 約 5100 万人民元（2019 年 12 月末日現在） 

(8) 総資産 約 6300 万人民元（2019 年 12 月末日現在） 

(9) 大株主及び持株比

率 

呉 征瑜  36.05％ 

包 莉莉  11.29％ 

(10) 当社と当該会社と

の間の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はあ

りません。 

(11) 最近

3年間の財

政状態及

び経営成

績（人民

元） 

決算期 2016年 12月期 2017年 12月期 2018年 12月期 2019年 12月期 

（半期） 

純資産額 41,522,476.70 31,575,735.12 18,399,701.23 50,999,315.66 

総資産額 44,565,949.44 35,367,783.01 21,660,769.75 53,300,565.29 

1 株当たり

総資産額 

1.54 1.17 0.68 1.74 

売上高 0.00 52,136.80 1,545,586.85 11,270.80 
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経常損益 △14,322,170.72 △13,430,058.68 △13,118.549.75 △6,971,679.70 

当期純損益 △9,284,805.05 △9,946,741.58 △13,176,033.89 △7,000,392.58 

1株当たり 

当期純損益 

△0.36 △0.37 △0.49 △0.25 

 

 

【訂正後】 

Ⅳ．業務提携に関する覚書 

３．業務提携に関する覚書の相手先の概要 

(1) 名称 Novocare 社 

（Shenzhen Novocare Medical Devices Inc.） 

(2) 所在地 中華人民共和国広東省深圳市南山区科技园南区高新南环路 29 号留学生创业

大厦二期 21 楼 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役  呉 征瑜 

(4) 事業内容 非侵入型のバイタルサイン監視システムの研究開発、生産、販売 

(5) 資本金 29,334,800 人民元 

(6) 設立年月 2012 年 11 月 

(7) 純資産 50,999,315.66 人民元（2019 年６月 30 日現在） 

(8) 総資産 53,300,565.29 人民元（2019 年６月 30 日現在） 

(9) 大株主及び持株比

率 

呉 征瑜  36.05％ 

包 莉莉  11.29％ 

(10) 当社と当該会社と

の間の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はあ

りません。 

(11) 最近

3年間の財

政状態及

び経営成

績（人民

元） 

決算期 2016年 12月期 2017年 12月期 2018年 12月期 2019年 12月期 

（半期） 

純資産額 41,522,476.70 31,575,735.12 18,399,701.23 50,999,315.66 

総資産額 44,565,949.44 35,367,783.01 21,660,769.75 53,300,565.29 

1 株当たり

総資産額 

1.54 1.17 0.68 1.74 

売上高 0.00 52,136.80 1,545,586.85 11,270.80 

経常損益 △14,322,170.72 △13,430,058.68 △13,118.549.75 △6,971,679.70 

当期純損益 △9,284,805.05 △9,946,741.58 △13,176,033.89 △7,000,392.58 

1株当たり 

当期純損益 

△0.36 △0.37 △0.49 △0.25 

以 上 


