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連結子会社の商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社、株式会社ネクスは 2015 年 1 月 19 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ケアオ
ンライン（以下、「ケアオンライン」）の商号及び定款の一部を、2015 年 1 月 19 日開催予定の同社臨時株主総
会（書面決議）にて「定款一部変更の件」が承認されることを条件として変更することを決議いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。

1. 当該子会社の概要
（現 商 号）
（所 在 地）
（代 表 者）
（事業内容）
（資 本 金）

株式会社ケアオンライン
東京都港区南青山五丁目４番 30 号
代表取締役社長 石原 直樹
介護事業者向け ASP サービス
1,000 万円

CoSTUME NATIONAL Aoyama Complex ２F

2. 変更の内容
（新 商 号）
株式会社ケア・ダイナミクス（英文：Ｃａｒｅ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）
（定款変更の内容） 別紙のとおり
3. 商号及び定款一部変更予定日
2015 年 1 月 19 日開催予定のケアオンライン臨時株主総会（書面決議）において「定款一部変更の件」が承
認されることを条件として、同日に効力を生じるものと致します。

4. 商号、定款一部変更の理由
事業拡大により相応しい新商号へ変更するとともに、目的を追加する必要が生じたためであります。

5. 当該子会社のこれまでの事業展開
●ソフトウェア – Care Online
ケアオンラインは、2006 年より介護事業者向け業務支援システム「Care Online」を ASP サービスで提供
してまいりました。
これまでに全国の介護事業者 120 社 400 以上の施設にサービスを導入(2014 年 12 月現在)
して頂いております。Care Online は、ケアプランの作成、介護サービスの提供、国保連への請求といった
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一連の業務に対応するクラウドサービスで、誰でも使える分かりやすい操作性と施設の特徴にあわせたカス
タマイズが可能になっており、施設業務の一連の処理に対応しています。
ケアオンラインは単なる介護システムの提供に留まらず、データの一元管理と現場にフィットした使い勝
手により、介護事業者の抱える様々な問題をソフトウェアの観点から解決する介護ソリューションビジネス
を展開してまいりました。

6. 当該子会社の今後の事業展開
ケアオンラインは従来のソフトウェアサービスに加え、ハードウェアおよび通信領域のサービスを拡充す
ることにより、全ての介護事業者が、従業員、各自治体、介護利用者、あるいはそのご家族といった介護に
関わる全ての関係者に対して最高のサービスとトータルソリューションを提供する「総合介護事業支援企業」
へ転身をいたします。その契機として、この度、商号を「株式会社ケアオンライン」から「株式会社ケア・
ダイナミクス」に変更をいたします。
なお、法人としての商号を株式会社ケアオンラインから株式会社ケア・ダイナミクスに変更後も、ASP サー
ビスの商品名「Care Online」については変更いたしません。
（以下から、新商号の「ケア・ダイナミクス」を使用）
●ハードウェア – 介護ロボット
ケア・ダイナミクスの既存の顧客基盤およびこれまでに構築した介護事業者ネットワークを通じて、介護
施設への介護ロボットの販売および導入運用支援を展開いたします。
当社、ネクスは現在、介護ロボットの開発を推進しておりますが、今後はより介護事業者に近い領域で事
業展開を行っているケア・ダイナミクスにそのマーケティング、販売オペレーションの機能を移管していく
予定です。
また、当社の親会社、株式会社フィスコ（本社:大阪府岸和田市、代表取締役:狩野 仁志、以下、「フィス
コ」）の連結子会社である株式会社バーサタイル（本社：東京都港区南青山、代表取締役：中川 博貴、以下、
「バーサタイル」）には、これまでに、介護施設における介護ロボットの導入運用コンサルティングの業務
実績があります。この度の事業拡大を機に、ケア・ダイナミクスはバーサタイルより、同コンサルティング
事業の譲渡を受け、そのノウハウを全面的に承継いたします。
バーサタイルの介護ロボット導入運用支援コンサルティングにおける強みは、実際の介護現場において介
護ロボットを利用した際に集積した実証データに基づく指南、という点にあります。介護ロボットは、各介
護施設の特性、介護者や利用者の傾向によって、最大限に活用されるべき方法論が異なりますが、バーサタ
イルでは業界で唯一これを標準化することに成功し、介護ロボットの導入運用マニュアルを策定しています。
ケア・ダイナミクスはバーサタイルの保有するケイパビリティを承継することで、全ての介護事業者が介
護ロボットの導入に成功し、また継続的に介護ロボットを運用して頂くことを支援します。介護業界の現場
が、人とロボットの融合による最高のサービスクオリティを達成することがケア・ダイナミクスによる介護
ロボット事業の使命です。
●通信 – 介護 ICT
当社、ネクスにおける介護ロボットの開発は、主としてロボットへの通信モジュールの組み込み技術に優
位性があります。介護ロボットの遠隔制御や状態監視、高齢者の見守り、音声や画像の送信、ロボットのソ
フトウェアのアップデート等を実現すべく、鋭意開発を推進しております。
これらの通信技術は、介護現場においてはロボット以外の用途にも活用することができます。その用途拡
張よって、慢性的に不足する介護施設のリソースをバックアップすることができ、また、介護従事者にとっ
て、よりクオリティの高い介護サービスを利用者に提供することができるようになります。
例えば、介護従事者の日常的なオペレーションの動線をセンシングによって遠隔管理することができれば、
施設全体のリソース把握と動的な再配分が可能になります。また、介護現場の緊急時には、介護従事者は瞬
時に全体へアラートを発したり、サポートを求めたりすることも可能になります。あるいは、デイケアの送
迎車が現在どの場所にいるのかリアルタイムに状況を把握することができれば、施設で待機する介護従事者
は、利用者のお迎えなど、今、自分が何をするべきか最適な行動をとることができます。
ICT 技術を介護業界で適用できる例は、枚挙に暇がありませんが、ケア・ダイナミクスにはこれまでの介
護ソリューションビジネスを通じて蓄積してきた真の現場感があります。ネクスとの連携によって、今後は
介護事業者が真に欲するソリューションを新たな切り口から提供することが可能になります。

7. 当該子会社の新商号の由来
株式会社ケア・ダイナミクスは、既存の介護業界に新しい技術（ソフトウェア、ハードウェア、通信）を
導入することを通じて、業界に動的（ダイナミック）な変革をもたらします。
高齢化する日本社会において介護業界のダイナミズムこそが、日本社会に真の豊かをもたらす重要な役割
を担っていると考えています。
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新ロゴマーク

【別紙】

ケアオンラインの定款
変更前

（商

号）

変更後

（商

号）

第１条 当会社は、株式会社ケアオンライン
と称し、英文ではＣａｒｅ Ｏｎｌｉｎｅ
Ｉｎｃ.と表示する。

第１条 当会社は、株式会社ケア・ダイナミ
クスと称し、英文ではＣａｒｅ Ｄｙｎａｍ
ｉｃｓ Ｌｉｍｉｔｅｄと表示する。

（目

（目

的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目
的とする。

的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目
的とする。

(1) 情報処理サービス業並びに情報提供
サービス業
(1)～(26)は、現行のとおり。
(2) アプリケーションサービスプロバイ
ダー事業
(3) ソリューションシステムの設計、開発、
保守、販売
(4) 電気通信事業法に定める電気通信事業
(5) 電気通信サービス、放送サービスの加入
手続きに関する代理店業務
(6) 電気通信機器の販売、リース、輸出入、
製造、加工、取付工事及びメンテナンス
業
(7) オフィス・オートメーション機器、付属
機器、付属材料、事務用機器、事務用物
品の販売、リース、取付工事及びメンテ
ナンス業
(8) コンピュータを用いたシステムの分析、
設計、開発、運用、保守、販売
(9) コンピュータ及び周辺機器の販売
(10) 各種マーケティング業及び各種コンサ
ルティング業
(11) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
(12) 特許権、実用新案権、商標権、意匠権、
著作権、版権、コンピュータソフトウェ
アの売買
(13) コストダウンサービス事業
(14) 食料品・一般日用品・事務用品・備品・
什器・ペット・機械・消耗品等の販売及
び売買の仲介・斡旋
(15) 酒類の販売
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(16) 古物の売買
(17) 物流システムの設計、開発、運用及び保
守
(18) 商品の販売に関する代理、仲立業務
(19) 通信販売に関する業務
(20) 旅行業、イベント業、広告業、出版業並
びに映像・音響・データ等の記録媒体の
製作及び販売・賃貸
(21) 損害保険、自動車損害賠償保障法に基づ
く保険その他各種保険代理業及び媒介
業並びに生命保険の募集に関する業務
(22) 経営管理事務、経理事務、総務事務、労
務管理事務等の受託業務及び各種代行
業務
(23) クレジットカードの取扱業務
(24) 有価証券の取得、保有、投資及び運用
(25) 不動産の売買、賃貸、管理、仲介、斡旋、
鑑定及びコンサルタント業務
(26) 前各号に関連する調査、企画、研究、開
発、教育、研修及びその受託業務
（新設）

(27)医療用・生活支援用ロボット及びこれら
に関連する機器の開発、製造、リース、
レンタル、販売及び保守管理

(27)前各号に付帯又は関連する一切の業務
(28)前各号に定める業務以外の一切の事業

(28)前各号に付帯又は関連する一切の業務
(29)前各号に定める業務以外の一切の事業

以上

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社ネクス
管理部
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TEL：03-5766-9870

