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株式会社ワイ・ディ・シーの株式取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 12 月 6 日付け取締役会決議において、横河電機株式会社から株式会社ワイ・
ディ・シー（以下「ＹＤＣ」と言います。）株式の一部を取得することを承認し、同日付で株式譲
渡契約を締結いたしました。これにより、ＹＤＣは、資本金の額が当社資本金の額の 100 分の 10
以上に相当する、当社の特定子会社に該当することになりますので、下記の通りお知らせいたしま
す。
記
１．株式取得の理由
ＹＤＣは、ＹＯＫＯＧＡＷＡグループのＩＴサービス企業として、生産管理や会計などの製
造業向け基幹システム、ＥＤＩやデータベースなどの基盤技術サービス、品質情報統合解析ソ
リューション「ＹＤＣ ＳＯＮＡＲ」、及び設計・開発領域の業務コンサルティング「共動創
発」など、ＩＴソリューション事業での豊富な実績を持っております。また、関西や中部地域
に製造業を主とする多くの優良顧客を有しています。
他方、当社グループのフューチャーアーキテクト株式会社は、「経営とＩＴをデザインする」
をキーメッセージとして、経営戦略・業務改革・システム改革の三位一体の視線を持つ高度な
ＩＴコンサルティングの提供に定評があり、先行する流通業・サービス業や金融業に加え、製
造業向けソリューションの拡充にも努めています。
今回の株式取得により、ＹＤＣがＹＯＫＯＧＡＷＡグループの中で培ってきた製造業に関す
る深い業務知識やＩＴサービスのノウハウと、当社グループのＩＴに関する高い知見や技術
力・開発力を同期させ、より付加価値の高いサービスを創出し、当社グループの一層の成長に
貢献すると考えます。同時に、当社グループとＹＯＫＯＧＡＷＡグループとの間で、最先端テ
クノロジーに関し、協力関係を形成していくことを目指します。
さらに、ＹＤＣが掲げる「一般的なコンサルティングの域を超え、お客様と一体となってと
ことん支援する」という姿勢や「新しい技術や発想を生み出すために挑戦を続ける企業文化」
は、当社グループのコンセプトと一致するところが多く、大きなグループシナジーを創出する
と判断しました。
２．異動する子会社の概要
（１）名称
（２）所在地
（３）代表者の役職・氏名
（４）事業内容

株式会社ワイ・ディ・シー
東京都府中市府中町一丁目９番地
代表取締役社長
山本 智明
情報システムに関するコンサルティングおよび設計、開発
機器およびソフトウェアライセンスの販売、保守・運営等

（５）資本金
（６）設立年月日
（７）大株主及び持株比率
（８）上場会社と当該会社
との間の関係

250 百万円
平成 12 年１月 18 日
横河電機株式会社
94％
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
平成 26 年３月期
平成 27 年３月期
純資産
2,132 百万円
2,280 百万円
総資産
3,143 百万円
3,481 百万円
１株当たり純資産
426,535.54 円
456,069.15 円
売上高
4,171 百万円
4,442 百万円
営業利益
77 百万円
206 百万円
経常利益
65 百万円
185 百万円
当期純利益
43 百万円
120 百万円
１株当たり当期純利益
8,694.04 円
24,035.49 円
１株当たり配当金
4,000 円
120,000 円
３．株式取得の相手先の概要
（１）名称
（２）所在地
（３）代表者の役職・氏名
（４）事業内容

（５）資本金
（６）設立年月日
（７）上場会社と当該会社
との間の関係

平成 28 年３月期
1,964 百万円
3,310 百万円
392,902.27 円
4,885 百万円
370 百万円
277 百万円
238 百万円
47,732.27 円
24,000 円

横河電機株式会社
東京都武蔵野市中町二丁目 9 番地 32 号
代表取締役社長 西島 剛志
プラント向け工業計器、制御システムの開発・販売、保守ならびに
ソリューションサービス提供。電気・電子製品、自動車、通信イン
フラなどの研究開発や生産、保守向け測定器の開発・販売等
43,401 百万円
大正９年 12 月１日
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。

４．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
（２）取 得 株 式 数
（３）取
得
価
額

（４）異動後の所有株式数

０株（議決権所有割合０％）
3,750 株
株式会社ワイ・ディ・シー株式
アドバイザリー費用等（概算額）
合計（概算額）
3,750 株（議決権所有割合 75％）

2,025 百万円
10 百万円
2,035 百万円

注１． 横河電機株式会社の所有する残りのＹＤＣ株式 950 株を、株式取得日から 3 年を経過し
た日以降に当社が取得する可能性があります。
注２． 横河電機株式会社以外の株主が所有するＹＤＣ株式 300 株の全部又は一部についても同
時に当社が取得する見込みです。この場合、最大で、取得株式数は 4,050 株、取得価額
の合計
（概算額）
は 2,197 百万円、異動後の所有株式数は 4,050 株（議決権所有割合 81％）

となります。

５．日程
（１）取 締 役 会 決 議 日
（２）株式譲渡契約締結日
（３）株 式 取 得 日

平成 28 年 12 月６日
平成 28 年 12 月６日
平成 29 年 １月５日（予定）

６．今後の見通し
平成 28 年 12 月期通期連結業績に与える影響は、軽微であります。
以
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