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2022 年６月 15 日 

各 位 

会 社 名 エコモット株式会社 

代表者名 代表取締役 入澤 拓也 

（コード：3987、東証グロース、札証アンビシャス） 

問合せ先 取締役経営企画部長 花田 浩二 

（TEL．011－558－2211） 

 

合弁会社設立に向けた基本合意に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年６月 15 日開催の取締役会において、株式会社プレステージ・インターナショナル（本

社：東京都千代田区、代表取締役：玉上進一、以下「PI」といいます。）と、PI の 100％子会社である株式会

社プレミア・エイド（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉澤成一朗、以下「PAD」といいます。）と、モ

ビリティサービス事業の協業に向けた合弁会社設立を目的とした基本合意書を締結する旨の決議を行いまし

たので、下記の通りお知らせいたします。 

 

１．合弁会社設立の目的及び内容 

当社は、IoT を通じて安心な社会の実現に貢献するため、「あなたの『見える』を、みんなの安心に。」とい

うコーポレートスローガンのもと、「IoT インテグレーション事業」を展開しております。IoT 専業ソリューシ

ョンベンダーとして、センシングからデータの蓄積・分析・フィードバックまでワンストップで対応可能な強

みを生かし、SI ソリューションとパッケージソリューションを提供し、様々な課題を解決してまいりました。 

パッケージソリューションの内のひとつであるモビリティサービスにおきましても、垂直統合型の対応力を

強みとして、個々の顧客ニーズに即した通信型高性能ドライブレコーダーを全国へ提供しており、日々安全安

心な交通社会の実現に邁進しております。 

また、当社と PI 及び PAD はモビリティサービスに関する情報交換等を日々行ってまいりましたが、その中

で把握したマーケットニーズを満たすためには、今までの関係から一歩踏み込んだ協業関係が必要との合意に

至りました。 

 当社モビリティサービスの顧客契約を合弁会社に移管し、互いの人的資本を拠出することでリソースを集中

させ、当社の製品・ソフトウェア開発力と PI 及び PAD の持つ強固な顧客基盤・エンドユーザーへの高度な対

応力を持つ人材を掛け合わせることで、新たなマーケット展開が可能と考え、合弁会社設立に向けた基本合意

書を締結いたします。 

 なお、2022 年７月を目途とする合弁会社設立に向けた合弁契約締結を目指し、本件協議及び検討を進めてい

く予定です。 
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２.合弁会社の概要 

 

 

 

 

 

名称（仮称） 株式会社プレミア・ブライトコネクト 

所在地 東京都千代田区麹町 2-4-1 麹町大通りビル 14 階 

代表者の役職・氏名 代表取締役 吉澤 成一朗 

事業内容 ・テレマティクス・サービスを提供する為の機器、装置、システム類の設

計・開発・販売・保守・レンタル及び代理店業務 

・第三者緊急通報サービスを提供する為の機器、装置、システム類の設計・

開発・販売・保守・レンタル及び代理店業務 

・情報システムに関する機器、装置、システム類の設計・開発・販売・保

守・レンタル及び代理店業務 

・スマートモビリティー社会の実現に資するための業務 

・車両等交通災害の軽減に資する為の業務 

・前記各号に付帯する一切の業務 

資本金 100 百万円 

出資比率 当社：49％ 

株式会社プレミア・エイド：51％ 

設立年月日 2022 年 7 月 

決算期 3 月 
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３．相手先の概要 

株式会社プレステージ・インターナショナルの概要（公表日現在） 

 

 

  

 

名称 株式会社プレステージ・インターナショナル 

所在地 東京都千代田区麹町 2-4-1 麹町大通りビル 14 階 

代表者の役職・氏名 代表取締役 玉上 進一 

事業内容 BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業 

・オートモーティブ事業 

・プロパティ事業 

・グローバル事業 

・カスタマー事業 

・金融保証事業 

・IT 事業 

・ソーシャル事業 

資本金 1,519 百万円 

設立年月日 1986 年 10 月 

大株主及び持株比率 

 

株式会社タマガミインターナショナル         27.55％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   16.99％ 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー      7.31％ 

レギュラーアカウント 

当該会社との関係 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。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

最近３年間の連結経営成績及び連結財政状況（単位：千円） 

決算期 2020 年３月期 2021 年３月期 2022 年３月期 

純資産 29,901,867 32,888,861 36,566,228 

総資産 42,891,817 46,755,792 54,028,751 

１株当たり純資産（円） 220.65 241.30 268.86 

売上高 42,377,834 40,617,631 46,744,300 

営業利益 4,959,095 5,233,204 6,842,187 

経常利益 5,364,578 5,453,052 7,151,973 

親会社株主に帰属する当期純利益 3,193,289 2,968,520 4,357,165 

１株当たり当期純利益（円） 24.95 23.18 34.02 

１株当たり配当金（円） 10.5 7.0 8.5 
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株式会社プレミア・エイドの概要（公表日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 株式会社プレミア・エイド 

所在地 東京都千代田区麹町 2-4-1 麹町大通りビル 14 階 

代表者の役職・氏名 代表取締役 吉澤 成一朗 

事業内容 ・緊急通報サービス事業 

・安全運転サポート事業 

・IT 関連事業 

・カスタマーサービス事業 

資本金 50 百万円 

設立年月日 2014 年 10 月 

大株主及び持株比率 株式会社プレステージ・インターナショナル       100％  

当該会社との関係 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。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

最近３年間の経営成績及び財政状況（単位：千円） 

決算期 2020 年３月期 2021 年３月期 2022 年３月期 

純資産 68,473 84,051 111,839 

総資産 91,059 122,935 176,393 

１株当たり純資産（円） 68,473.02 84,051.60 111,839.01 

売上高 184,201 225,897 312,748 

営業利益 10,555 24,441 52,502 

経常利益 10,556 24,442 52,518 

当期純利益 2,608 15,578 32,487 

１株当たり当期純利益（円） 2,608.30 15,578.58 32,487.41 

１株当たり配当金（円） － 4,700.00 9,700.00 
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４.日程 

 2022 年６月    基本合意書の締結（予定） 

2022 年６～７月  合弁契約書の締結（予定）  

 2022 年７月    合弁会社の設立（予定）   

 2022 年７～８月  合弁事業の開始（予定） 

 

５.今後の見通し 

 本基本合意に基づく合弁契約の締結に伴う当社連結業績への影響については精査中であり、改めて開示の

必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

  

 

 

 

以 上 


