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平成 19 年 3月 29 日 

各  位 

     

会 社 名      株式会社エス・サイエンス      

代表者名 代表取締役社長 品田 守敏 

                       （コ－ド番号  5721  東・大証第 1部） 

                      問合せ先  総務担当  執行役員 甲佐邦彦 

 （ TEL 03  － 3216 － 6431 ） 

 
 

子会社株式の譲渡に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成 19 年 3月 29 日開催の取締役会において、株式会社東理ホールディングスに対し、下記の子

会社 4社の全株式を譲渡することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
 
１． 譲渡する子会社の概要 

 （1） ①商 号          ：株式会社エスジーエヌ 

②所在地          ：東京都渋谷区代々木 1-13-8 

③代表者氏名        ：福村 康廣 

④設立年月日        ：平成 1年 12 月 22 日 

⑤資本金          ：100 百万円 

⑥主な事業内容     ：印刷出版等の販売等 

⑦決算期      ：3月 31 日 

⑧従業員数     ：2名 

⑨主な事業所    ：東京 

⑩発行済株式総数  ：3,900 株 

⑪主要株主         ：株式会社エス・サイエンス  

⑫異動前の所有株式数：3,900 株（所有割合 100％） 

⑬譲渡株式数    ：3,900 株 

⑭異動後の所有株式数：   0 株（所有割合 0％） 

⑮譲渡価額     ：45 百万円 

⑯最近事業年度における業績の動向 

決算年月 
平成 18 年 12 月期 

（18/4 月～18/12 月）
平成 18 年 3月期 

売上高 86 百万円 147 百万円 

売上総利益 6 百万円 △3百万円 
営業利益 △12 百万円 △11 百万円 
経常利益 △12 百万円 △10 百万円 

当期利益 △12 百万円 △11 百万円 

総資産 61 百万円 88 百万円 

純資産 60 百万円 72 百万円 

1 株当たり配当金 ―円 ―銭 ―円 ―銭 

 

（2） ①商 号          ：株式会社ウィッツ 

②所在地          ：大阪市天王寺区上汐 3-2-23 

③代表者氏名        ：福村 康廣 

④設立年月日        ：平成 15 年 4月 1日 

⑤資本金          ：40 百万円 

⑥主な事業内容     ：定時制高等学校の運営等 

⑦決算期      ：3月 31 日 
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⑧従業員数     ：8名 

⑨主な事業所    ：大阪 

⑩発行済株式総数  ：800 株 

⑪主要株主         ：株式会社エス・サイエンス  

⑫異動前の所有株式数：800 株（所有割合 100％） 

⑬譲渡株式数    ：800 株 

⑭異動後の所有株式数：  0 株（所有割合 0％） 

⑮譲渡価額     ：20 百万円 

⑯最近事業年度における業績の動向  

決算年月 
平成 18 年 12 月期 

（18/4 月～18/12 月）
平成 18 年 3月期 

売上高 38 百万円 10 百万円 

売上総利益 △32 百万円 △57 百万円 
営業利益 △45 百万円 △99 百万円 
経常利益 △42 百万円 △97 百万円 

当期利益 △42 百万円 △108 百万円 

総資産 109 百万円 130 百万円 

純資産 △128 百万円 △86 百万円 

1 株当たり配当金 ―円 ―銭 ―円 ―銭 

 

（3） ①商 号          ：株式会社プレイメイト 

②所在地          ：東京都台東区蔵前 3-2-2 

③代表者氏名        ：堀部 清治 

④設立年月日        ：平成 15 年 7月 28 日 

⑤資本金          ：30 百万円 

⑥主な事業内容     ：遊戯機器の開発・製造・販売及びレンタル等 

⑦決算期      ：3月 31 日（平成 19 年 3 月期より） 

⑧従業員数     ：3名 

⑨主な事業所    ：東京 

⑩発行済株式総数  ：3,000 株 

⑪主要株主         ：株式会社エス・サイエンス  

⑫異動前の所有株式数：3,000 株（所有割合 100％） 

⑬譲渡株式数    ：3,000 株 

⑭異動後の所有株式数:     0 株（所有割合 0％） 

⑮譲渡価額     ：150 百万円 

⑯最近事業年度における業績の動向  

決算年月 
平成 18 年 12 月期 

（18/4 月～18/12 月）
平成 18 年 6月期 

売上高 82 百万円 162 百万円 

売上総利益 58 百万円 96 百万円 
営業利益 40 百万円 41 百万円 
経常利益 41 百万円 42 百万円 

当期利益 13 百万円 23 百万円 

総資産 123 百万円 121 百万円 

純資産 70 百万円 57 百万円 

1 株当たり配当金 ―円 ―銭 ―円 ―銭 

 

（4） ①商 号          ：株式会社なごみ設計 

②所在地          ：横浜市港北区篠原町 1245-31 

③代表者氏名        ：矢部 徹 

④設立年月日        ：平成 14 年 7月 5日 

⑤資本金          ：100 百万円 

⑥主な事業内容     ：塗装工事業及び防水工事業等 

⑦決算期      ：3月 31 日（平成 19 年 3 月期より） 

⑧従業員数     ：16 名 

⑨主な事業所    ：神奈川 

⑩発行済株式総数  ：2,000 株 
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⑪主要株主         ：株式会社エス・サイエンス 

⑫異動前の所有株式数：1,200 株（所有割合 60％） 

⑬譲渡株式数    ：1,200 株 

⑭異動後の所有株式数：   0 株（所有割合 0％） 

⑮譲渡価額     ：62 百万円 

⑯最近事業年度における業績の動向 

決算年月 
平成 18 年 12 月期 

（18/4 月～18/12 月）
平成 18 年 5月期 

売上高 456 百万円 284 百万円 

売上総利益 62 百万円 32 百万円 
営業利益 △26 百万円 1 百万円 
経常利益 △24 百万円 1百万円 

当期利益 △24 百万円 1百万円 

総資産 209 百万円 158 百万円 

純資産 80 百万円 101 百万円 

1 株当たり配当金 ―円 ―銭 ―円 ―銭 

 

２. 株式譲渡の理由 

    当社は、更なる業績の向上を図るため、事業の再構築の取り組みを進めておりますが、本件はその

一環として子会社 4社の全株式を譲渡することとしたものであります。    

    当社の中核をなすニッケル事業、不動産事業、環境事業、教育関連事業につき、当社の強みを活か

すため、経営資源をこれら事業に集中的に投入することにより、業績の改善を図っていくものであ

ります。 

  子会社 4社の譲渡先は、多角経営を展開しております株式会社東理ホールディングスとすることに

より、当社自体の体質強化とともに、グループ内でのシナジー効果が見込まれると総合的に判断して、

株式の譲渡契約を締結するに至りました。 

 

３.  株式譲渡先の概要 

(１)名    称   株式会社東理ホールディングス 

(２)主な事業内容   グループ会社の経営管理 

(３)設立年月日         平成 16 年 10 月 1 日 

(４)本店所在地         東京都中央区八重洲 2-8-5 

(５)代 表 者         福村 康廣 

(６)資  本  金   11,995 百万円 

(７)従 業 員 数         37 名 

(８)大 株 主 構 成   株式会社エス・サイエンス 20.4％ 福村康廣 17.1％（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

(９)当社との関係   役員の兼任及び関係会社 

  

４． 譲渡の日程 

   株式譲渡契約締結日 平成 19 年 3 月 29 日 

   譲渡日       平成 19 年 3 月 31 日（予定） 

 

５．今後の見通し 

   子会社株式の譲渡による影響につきましては、4 社合計で約 18 百万円の譲渡益が計上される予定で

あります。 

 

（注）上記に関しましては、現時点での情報に基づき判断したものであります。 
 

以 上 


