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オー・エイ・エス株式会社の株式取得
オー・エイ・エス株式会社の株式取得（子会社化）
の株式取得（子会社化）に
（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2017 年９月 29 日開催の取締役会において、各種業務システム・通信制御システムを主軸としたソフトウェ
ア開発業務を手がけるオー・エイ・エス株式会社（以下、オー・エイ・エス）の株式を取得し、子会社化することを決
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．株式取得の理由
当社は、ＩＴを中心とした導入・設置・交換・保守支援、コンタクトセンター運用及びスタッフ支援、営業代行・販
売支援、システム・エンジニアリング開発受託・技術者派遣事業で構成されるＩＴ関連のＢＰＯ事業を軸とした４つの
サービスを展開しております。
また、連結子会社の株式会社アセットデザインにおいては、主に首都圏を中心にオフィスビルを様々なビジネススタ
イルにマッチする仕様に付加価値を高めた上で、スモールビジネスを行う事業者にレンタルするコワーキングスペース
事業を行っております。
「必要な時に、必要な分だけ使う（借りる）
」をテーマとしたコワーキングスペース(レンタル
オフィス)を提供することで、利用者は低コストで高水準の施設利用が可能となっており、稼働率は高水準で推移して
おります。同時に利用企業向けへの人材支援や利用企業の成長ステージに応じたコンタクトセンターの運営受託等、当
社のＢＰＯ事業との融合も進めております。
ＢＰＯ事業の軸の１つであるシステム・エンジニアリング開発受託・技術者派遣事業は子会社スリープロウィズテッ
ク株式会社及び 2016 年８月に子会社化したヒューマンウェア株式会社の２社を中心に展開しており、スリープロウィ
ズテックは主に関東・東海圏の大手システム会社・自動車メーカーを取引先に、ヒューマンウェアは京都を中心に近畿
圏の精密機器メーカーへの技術者派遣を手がけております。両社とも自社でのエンジニアの育成にも注力、中途採用に
限らず、新卒採用も積極的に行っており、業績は堅調に推移しております。
その一方でＩＴ技術者マーケットにおいては、慢性的な技術者不足が継続しており、成長スピードを加速させるため
にも、当社としてはある一定の規模と取引基盤の拡充が必要と考えております。
このような中、今回グループ化するオー・エイ・エスの主要取引先は国内大手 SIer と当社グループで課題となって
いる上流工程でのサービスを長年提供しており、主力のソフトウェア開発業務においても各種業務システム・通信制御
システムを軸にハイレベルな開発実績の評価は高く、業績も安定的に推移しております。
今後は当社の技術者も活用することでグループ全体の事業に対し十分な相乗効果と更なる事業の拡大が見込めるこ
とから、株式取得を実施することにいたしました。なお、取得完了時期につきましては、2017 年 10 月 31 日を予定し
ておりますが、譲渡人との交渉により、その時期が変更になることがあります。
また、取得資金は当社の手元資金の状況及び今後の収支見通し等を鑑み、全額現金により行います。
（注）
：BPO（Business Process Outsourcing）とは、ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略称であり、顧客企業の業務処理(ビ
ジネスプロセス)の一部を専門業者に外部委託することです。専門業者が業務プロセスを分析、企画することで顧客企業にとっ
て業務プロセスの最適化、運用コストの変動費化等のメリットがあります。
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２．オー・エイ・エスの概要
（１）名称

オー・エイ・エス株式会社

（２）所在地

東京都千代田区神田淡路町二丁目 105 番地 ワテラスアネックス６Ｆ

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役会長兼社長 海野 正

（４）事業内容

ソフトウェア開発
ソフトウェア・パッケージの企画・開発・販売
（コールセンター向け CRM システム、CTI システム、クラウドサービス）
Web システムの開発･企画・構築・運営
システムインテグレーション
マルチメディアコンテンツの企画・制作

（５）資本金

１億円

（６）設立年月日

1974 年 5 月 14 日

（７）大株主及び持株比率
（上位４社）

（８）上場会社と当該会社との間の
関係

OAS 従業員持株会
NEC プラットフォームズ株式会社
海野 正
東 藤生

26.45%
22.73%
15.46%
11.55%

その他（７名）

23.81%

資本関係

該当事項はございません。

人的関係

該当事項はございません。

取引関係

該当事項はございません。

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体）
決算期（単体）

2015 年２月期

2016 年２月期

2017 年２月期

純資産

781,641 千円

830,347 千円

903,945 千円

総資産

2,284,940 千円

2,135,245 千円

2,110,282 千円

3,552 円

3,774 円

4,108 円

2,197,019 千円

2,056,687 千円

2,130,422 千円

営業利益

85,651 千円

78,763 千円

105,963 千円

経常利益

94,087 千円

87,961 千円

131,733 千円

当期純利益

51,393 千円

56,477 千円

82,616 千円

233.6 円

256.7 円

375.5 円

―

―

―

１株当たり純資産
売上高

１株当たり当期純利益
１株当たり配当金
３．株式取得の相手先の概要(上位４社)
(１)名

称

オー・エイ・エス従業員持株会

(２)住

所

東京都千代田区神田淡路町二丁目 105 番地 ワテラスアネックス６Ｆ

(３)上場会社と当該会社の関係

該当事項はございません。

2

（１）名称

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

（２）所在地

東京都千代田区神田司町２－３

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役 執行役員社長

（４）事業内容

ＩＣＴシステム機器の開発、製造、販売、設置、保守およびシステムソリュー
ション

（５）資本金

103 億 3,100 万円

（６）設立年月日

1932 年 11 月 17 日

（７）純資産

41,522 百万円 (2017 年３月期現在)

（８）総資産

134,051 百万円(2017 年３月期現在)

（９）大株主及び持株比率

日本電気株式会社 100％

（１０）上場会社と当該会社との間の
関係

資本関係

該当事項はございません。

人的関係

該当事項はございません。

取引関係

該当事項はございません。

関連当事者への
該当状況

該当事項はございません。

(１)名

称

海野 正

(２)住

所

東京都

(３)上場会社と当該個人の関係

該当事項はございません。

(１)名

称

東 藤生

(２)住

所

石川県

(３)上場会社と当該個人の関係

保坂 岳深

該当事項はございません。

４．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況
(１)異動前の所有株式数

０株（所有割合：０％）

(２)取得株式数

220,000 株

(３)取得価額

オー・エイ・エスの普通株式
アドバイザリー費用等（概算額）
合計（概算額）

(４)異動後の所有株式数

220,000 株（所有割合：100％）

(５)異動の方法

現金にて株主から取得致します。
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790 百万円
２百万円
792 百万円

５．日 程
(１)取締役会決議日

2017 年９月 29 日

(２)契約締結日

2017 年９月 29 日～2017 年 10 月中旬(予定)

(３)株式譲渡完了日

2017 年 10 月 31 日（予定）

６．今後の見通し
当社は 10 月決算であるため、今期の業績への影響につきましては、軽微なものと考えておりますが、今後開示すべ
き事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。
以 上
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