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株式取得に関する基本合意書締結のお知らせ 

 

当社は、2023 年２月 17 日開催の取締役会において、ＪＥインターナショナル株式会社及び

株式会社ＧＤテックの全株式を取得し（以下「本件株式取得」といいます。）、子会社化する基

本合意書を締結することを決議しましたので、お知らせします。 

基本合意書締結後は、2023 年３月 17 日を目標として本件株式取得に関する最終合意に向け

て準備を進めてまいる予定でございます。 

今後、本件株式取得に関して決定次第、速やかに公表いたします。 

 

１．株式の取得の理由 

（１）当社グループは、1973 年の創業以来、産業用の自動機の製造・販売を中心に刻々と変化

する顧客ニーズを捉えた装置の開発と販売に努めてまいりました。独自の特徴を持つ４つ

の事業領域により、変化に強い多角的な経営体制を構築し、メカトロニクス関連事業、デ

ィスプレイ関連事業、産業機器関連事業、電子機器関連事業などの事業領域を広げてまい

りました。当社とエレクトロニクス関連会社との関係は強く、今後もその関係を強化して

いく方針です。 

（２）今般、株式を取得（子会社化）するＪＥインターナショナル株式会社及び株式会社ＧＤ

テックは、大手エレクトロニクスメーカーに対し、ＡＩ技術を活用したＦＰＣ（Flexible 

Printed Circuits）・半導体関連産業向けのハイエンド検査装置（ＡＯＩ・ＡＶＩ）を製造

販売しております。中でも製品の高度化・微細化・小型化の市場ニーズに対応する優良な

顧客と技術力を有しており、世界でも有数の高速化・高信頼性技術を有した同社の検査装

置は成長を続けております。これまで当社グループで培ってきた半導体分野を中心とした

産業用自動機製造のノウハウを生かし、当社グループの顧客や技術と融合することで新た

な製品と市場開拓が可能となります。最終用途産業に関しては、スマートフォン、ＶＲ・

ＡＲ機器、データセンター、ＥＶ、家電、エネルギー、電力、航空宇宙と防衛、医療並び

にヘルスケアなど多岐にわたる領域で成長を実現できると考えております。 

（３）以上のことから、２社を子会社化することで、グループ全体の企業価値向上とグループ

の発展に寄与するものと判断し、ＪＥインターナショナル株式会社及び株式会社ＧＤテッ

クの全株式取得（子会社化）をすることといたしました。 



 

２．株式を取得する会社の概要 

（尚、株式会社ＧＤテックは、ＪＥインターナショナル株式会社の実質的子会社です。） 

 

【１】ＪＥインターナショナル株式会社 

(1) 名称 ＪＥインターナショナル株式会社 

(2) 所在地 岐阜県岐阜市加納城南通一丁目 19番地 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 金 敏秀（キム ミンス） 

(4) 事業内容  人工知能を活用した FPC・半導体関連検査装置の製造・販売 

(5) 資本金 12 百万円 

(6) 設立年月日 2010 年７月 15日 

(7) 大株主及び持株比率 守秘義務契約により非開示とさせていただきます。 

(8) 上場会社と当該会社 

との間の関係 

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３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2020 年１月期 2021 年１月期 2022 年１月期 

純資産 211 百万円 239 百万円 362 百万円 

総資産 529 百万円 875 百万円 895 百万円 

１株当たり純資産 104,098.34 円 117,831.73 円 178,236.16 円 

売上高 1,250 百万円 707 百万円 1,195 百万円 

営業利益 50 百万円 35 百万円 194 百万円 

経常利益 69 百万円 42 百万円 195 百万円 

当期純利益 56 百万円 27 百万円 122 百万円 

１株当たり当期純利益 27,777.80 円 13,733.39 円 60,412.36 円 

１株当たり配当金 ‐円 ‐円 ‐円 

 (※) 当該会社は、連結指標がないため単体指標を記載しております。 

 

【２】株式会社ＧＤテック 

(1) 名称 株式会社ＧＤテック（GD TECH CO.,LTD.） 

(2) 所在地 大韓民国京畿道安養市東安区鶴儀路 268、504 号、821 号 

（安養 Mega Valley） 

(3) 代表者の役職・氏名 代表理事 シム ヒョンジュ（Sim Hyung Ju） 

(4) 事業内容  人工知能を活用した FPC・半導体関連検査装置の製造 

(5) 資本金 100 百万ウォン 

(6) 設立年月日 2015 年７月 24日 

(7) 大株主及び持株比率 守秘義務契約により非開示とさせていただきます。 

(8) 上場会社と当該会社 

との間の関係 

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３年間の経営成績及び財政状態       （単位：百万ウォン） 

決算期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 

純資産 
5,005 

(500 百万円) 

5,010 

(501 百万円) 

4,515 

(451 百万円) 

総資産 
5,540 

(554 百万円) 

5,846 

(584 百万円) 

5,212 

(521 百万円) 

１株当たり純資産 
250,268.73 ウォン 

(25,026.87 円) 

250,512.95 ウォン 

(25,051.29 円) 

225,798.50 ウォン 

(22,579.85 円) 

売上高 
9,722 

(972 百万円) 

3,268 

(326 百万円) 

5,736 

(573 百万円) 

営業利益 
1,410 

(141 百万円) 

265 

(26 百万円) 

△337 

(△33 百万円) 

経常利益 
1,492 

(149 百万円) 

38 

(3 百万円) 

△464 

(△46 百万円) 

当期純利益 
1,346 

(134 百万円) 

34 

(3 百万円) 

△464 

(△46 百万円) 

１株当たり当期純利益 
67,330.01 ウォン 

(6,733.00 円) 

1,744.22 ウォン 

(174.42 円) 

△23,214.45 ウォン

(△2,321.44 円) 

１株当たり配当金 
‐ 

(‐円) 

‐ 

(‐円) 

‐ 

(‐円) 

(※) 当該会社は、連結指標がないため単体指標を記載しております。 

(※) 上記（ ）内の円表示は、1 ウォン＝0.1 円で換算しております。 

 

３．株式取得の相手先の概要 

(1) 氏 名  金 敏秀 

(2) 住 所  愛知県長久手市 

(3) 上場会社と当該個人の関係  該当事項はありません。 

 

４．取得株式数，取得前後の所有株式の状況 

 【１】ＪＥインターナショナル 

株式会社 

【２】株式会社ＧＤテック 

(1) 異動前の 

所有株式数 

‐株 

（議決権の数：‐個） 

（議決権所有割合：‐%） 

‐株 

（議決権の数：‐個） 

（議決権所有割合：‐%） 

(2) 取得株式数 2,033 株 

（議決権の数：2,033 個） 

20,000 株 

（議決権の数：20,000 個） 

(3) 取得価額 守秘義務契約により非開示とさせていただきます。 

(4) 異動後の 

所有株式数 

2,033 株 

（議決権の数：2,033 個） 

（所有割合：100％） 

20,000 株 

（議決権の数：20,000 個） 

（所有割合：100％） 



 

５．日程 

(1) 取締役会決議日 

基本合意書締結日 
2023 年２月 17日 

(2) 株式譲渡契約締結日 2023 年３月 17日（予定） 

(3) 株式取得実行日 2023 年４月３日（予定） 

 

６．今後の見通し 

本件による当社の当期業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、開

示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。 

 

 

以 上 


