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子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ
当社は、2020年４月23日開催の取締役会におきまして、当社連結子会社である株式会社ケア・ダイナ
ミクス（以下、
「ケア・ダイナミクス」という。
）の発行株式の100％を株式会社エイム・ソフト（以下、
「エイム・ソフト」という。
）に譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
なお、この結果、ケア・ダイナミクスは当社の連結の範囲から除外される予定です。
記
１．株式譲渡の理由
当社は、2020年５月１日付で、所有するケア・ダイナミクス株式の全てをエイム・ソフトに譲渡する
契約を締結することに合意いたしました。
ケア・ダイナミクスは、介護事業者向け ASP システム「Care Online（ケアオンライン）
」の提供を事
業としており、既に 400 以上の介護施設に導入実績があります。さらに、サイバーダイン株式会社をは
じめとする様々な企業が提供する介護ロボットの導入支援や、株式会社ネクス（以下、
「ネクス」とい
う。
）のハードウェアと通信技術を融合させた介護 ICT システムの導入支援を行うなど、介護にかかわ
るすべての関係者に最良のサービスを提供する「総合介護事業支援企業」へ転身を図っております。
また、当社とエイム・ソフトは 2020 年４月 13 日付けで業務提携を行い、エイム・ソフトの高度 IT
エンジニアを中心とする開発体制を活用し、農業・介護分野におけるソリューション開発や、ネクスで
現在開発中の「NCXX AI BOX」AI エンジン開発の協業について協議を重ねております。
この度、エイム・ソフトより、同社が構想する利益率の高いシステム受託開発案件の獲得や、非稼動エ
ンジニアの活用方法の模索などによる経営の安定化を図る戦略の一環として、また同社が介護事業領域
へ進出する足掛かりとして、ケア・ダイナミクスの株式取得の申し出をうけました。
加えてエイム・ソフトの親会社であり、同じく当社と業務提携を行っているアイスタディ株式会社（以
下、
「アイスタディ」という。）では、東京大学松尾研究室と介護施設向けに、転倒等の事故やその他の
危険行動をディープラーニング技術等の AI 技術を用いて検知する AI検知システム構築をテーマとす
る共同研究を進めており、その成果として製品化に向けた取り組みを行っております。アイスタディで
は本件株式取得により連結対象会社となるケア・ダイナミクスを通じ、その顧客資産を活用してプロダ
クトローンチに結びつけるシナジーも想定しております。
当社は、業務提携先であるエイム・ソフト、アイスタディの両社の事業拡大は、今後の当社との協業
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においても有益であると考えており、また今後の当社グループ全体における経営資源の最適配分の観点
からも、ケア・ダイナミクスの株式をエイム・ソフトに譲渡することといたしました。
譲渡金につきましては、当社グループが注力するIoT事業における、次世代通信規格５Ｇ関連製品の
開発および、現在開発を進めているエッジAI端末「NCXX AI BOX」の開発に投下することで、開発スピ
ードをあげ、早期のサービスインを目指してまいります。
２．異動する子会社（ケア・ダイナミクス）の概要
（1）商
（2）所

在

（2020 年３月 31 日現在）

号

株式会社ケア・ダイナミクス

地

東京都港区南青山５丁目４番 30 号

（3）代表者の役職・氏名

代表取締役 石原 直樹

（4）事 業 の 内 容

介護ロボットの導入支援・販売、介護 ICT の導入支援・販売

（5）資

10 百万円

本

金

（6）設 立 年 月 日

2013 年１月７日

（7）大株主及び持株比率

株式会社ネクスグループ 100％

（8）上場会社と当該会社の
関係

資本関係

当社は当該会社の株式を 200 株（100％）直
接保有しております。

人的関係

当社取締役の内２名が当該会社の取締役を
兼任しております。
当社監査役の内１名が当該会社の監査役を
兼任しております。

取引関係

当社は当該会社に対し、金銭の借入を行って
おり、また、当該会社から経営指導料を受け
取っております。
（9）当該会社の直近３年間の経営成績及び財政状態
（単位：百万円）
決算期
純資産
総資産
１株当たり純資産(円)

2017 年 11 月期
76

65

2019 年 11 月期
69

92
381,764.58

79
329,815.25

73
349,064.47

117
32

87
19

90
0.5

32
24

20
△10

3
3

123,238.49
―

△51,949.32
―

19,249.21
―

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
1 株当たり当期純利益(円)
1 株当たり配当金

2018 年 11 月期

３．株式譲渡の相手先（エイム・ソフト）の概要
（1）名称
株式会社エイム・ソフト

（2019年３月31日現在）

（2）所在地
（3）代表者の役職・氏名

東京都新宿区新宿二丁目１９番１号
代表取締役社長 中川 博貴

（4）事業内容
（5）資本金

システムの企画、開発、販売並びに運用管理及び保守に関する業務
投融資業
50 百万円

（6）設立年月日

2005 年４月 13 日
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（7）純

資

産

119 百万円

（8）総

資

産

293 百万円

（9）大株主及び持株比率
（2020 年４月 23 日現在）
（10）上場会社と当該会社
の関係
（2020 年４月 23 日現在）

アイスタディ株式会社 100.0％
資本関係

該当事項はありません。

人的関係

当社代表取締役が当該会社の執行役員に就
任する予定です。

取引関係

当社と業務提携契約等があります。

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、譲渡価額及び取得前後の所有株式の状況
異動前の所有株式数
200 株
（議決権の数：200 個）
（議決権直接所有割合：100％）
譲渡株式数

200 株
（議決権の数：200 個）

譲渡価額

ケア・ダイナミクスの普通株式
合計（概算）

異動後の所有株式数

０株
（議決権の個数：０個）
（所有割合：０％）

72 百万円(※１)
72 百万円

※１ 当該株式の取得価額の検討に際しては、当社は、その公正性および妥当性を確保するため、第三
者算定機関である井尾会計事務所（東京都墨田区 公認会計士 井尾 仁志）に算定を依頼し、ディス
カウントキャッシュフロー法（ＤＣＦ法）の算定結果を参考に、株式価値のレンジの範囲内で、ネクス
グループとエイム・ソフトが協議し、取得価額を決定いたしました。
ＤＣＦ法での算定において、前提とした財務予測における大幅な増減益等はございません。
当社及びエイム・ソフトと井尾会計事務所との間に特別な利害関係はありません。
５．日程
（１）取締役会決議日
（２）契約締結日
（３）株式譲渡実行日

2020年４月23日
2020年４月28日（予定）
2020年５月１日（予定）

６．今後の見通し
本件株式譲渡により、ケア・ダイナミクスは当社の連結の範囲から除外されます。
なお、本件株式譲渡に伴い、2020 年 11 月期の連結財務諸表に与える影響につきましては、精査中で
あり、今後開示すべき事項が生じた際には速やかに開示いたします。
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