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平成 22 年 10 月 19 日 

各 位 

会社名 旭テック株式会社 

代表者名 執行役社長 入交 昭一郎 

（コード番号：5606 東証第 1 部） 

（問合せ先）執行役経営企画部長 神谷 明 

（TEL：0537-36-3103） 

 

当社連結子会社株式の譲渡に関するお知らせ 

 

当社の取締役会は、本日、当社連結子会社である旭テック環境ソリューション株式会社（以下、「ATES

社」という。）の当社保有の全株式を独立系投資ファンド運営会社である日本みらいキャピタル株式会

社が助言するファンド（NMC2007 投資事業有限責任組合、以下、「NMC ファンド」という。）もしくは NMC

ファンドが全額を出資する特別目的会社（株式会社 NMC ファンド 15）に譲渡することを決議しました

ので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件株式譲渡につきましては、銀行とのローン契約に

基づく貸出人承認が得られることを前提としております。 

 

記 

１．株式譲渡の理由 

当社と ATES 社は、お互いの成長計画を模索してきた結果、当社グループの主要事業である素形

材関連事業と事業形態を異にする ATES 社が、より業態に適した経営をおこない、将来の成長資金

を確保していくためには、当社グループから独立することが最善と判断しました。本件株式譲渡

は、将来、ATES 現経営陣も出資をおこなう MBO を目指したもので、現在の ATES 経営陣のもとでの

経営が継続されることになります。 

一方で、当社グループにおいては、自動車関連を中心とした分野での新興国の旺盛な需要に対

応するために、経営資源を出来るだけ集中する必要があることからも、本件株式譲渡の決定に至

ったものです。 

 

２．異動の方法 

当社は平成 22 年 11 月 19 日に、当社が保有する ATES 社の株式全部を売却する予定です。 

 

３．異動する子会社（ATES 社）の概要 

(1)名称 旭テック環境ソリューション株式会社 

(2)所在地 静岡県菊川市堀之内 547 番地の１ 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鳥形 勇夫 

(4)事業内容 
上下水道機器・水処理装置の製造販売及び設計・施工監理、管更生工

事に関する資材の販売、施工関連機材の販売、リース等 

(5)資本金 100 百万円 
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(6)設立年月日 平成 19 年 10 月 31 日 

(7)大株主及び持株比率 旭テック株式会社（当社） 100.0％ 

資本関係 当社が同社株式の 100％を所有。 

人的関係 

当該会社の代表取締役が当社執行役を兼務しており

ます。また、当社従業員 68 名が当該会社へ出向して

おります。 

(8)上場会社と当該会社

との関係等 

取引関係 
当社は当該会社との間で業務委託契約等を締結して

おります。 

(9)当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態             （単位：百万円）

 
※平成 20 年 3 月期 

（参考） 
平成 21 年 3 月期 平成 22 年 3 月期 

純資産 67 3,252 3,507

総資産 84 5,712 5,636

1 株当たり純資産（円） 33,762 1,625,253 1,753,067

売上高 － 6,192 6,241

経常利益 △32 349 380

当期純利益 △32 216 255

1 株当たり当期純利益（円） △16,237 108,185 127,813

1 株当たり配当金（円） － － －

※平成 20 年 3 月期は事業開始前の状況 

 

４．株式譲渡の相手先の概要 

（1）名称 NMC2007 投資事業有限責任組合 ※ 

（2）所在地 東京都千代田区内幸町一丁目 3番 3号 

（3）代表者 

無限責任組合員 

NMC2007 合同会社 

代表社員 日本みらいキャピタル株式会社 

職務執行者 安嶋 明 

（4）事業内容 投資業 

（5）当社との関係 該当事項なし 

※NMC2007 投資事業有限責任組合は、独立系投資ファンド運営会社である日本みらいキャピタル株

式会社が助言するファンドです。 

 

もしくは 

(1)名称 株式会社 NMC ファンド 15 ※ 

(2)所在地 東京都千代田区内幸町一丁目 3番 3号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 酒井 香紀 
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(4)事業内容 

① 上下水道用機器・水処理装置の製造販売及び設計・施工・監理 

② 管更生工事に関する資材の製造販売・施工及び施工関連機材の販

売・リース 

③ 上下水道・ガス・通信関連資機材の製造販売 

④ 圧力式下水道用ポンプ、マンホールポンプの製造販売及び設計・

施工・監理 

⑤ 前各号に付帯関連する一切の業務 

(5)資本金 25 万円 

(6)設立年月日 平成 22 年 8 月 5日 

(7)純資産 50 万円 

(8)総資産 50 万円 

(9)大株主及び持株比率 NMC2007 投資事業有限責任組合  100％ 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・

はありません。また、当社の関係者及び関係会社と

当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべ

き資本関係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

人的関係はありません。 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当

該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき

取引関係はありません。 

(10) 当社との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。

また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関

連当事者には該当しません。 

※株式会社NMCファンド15は、日本みらいキャピタル株式会社が助言するNMC2007 投資事業有限責

任組合が全額を出資する特別目的会社です。 
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５．譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

(1)異動前の所有株式数 

2,001 株 

（議決権の数：2,001 個） 

（所有割合 ： 100.0％） 

(2)譲渡株式数 

2,001 株 

（議決権の数：2,001 個） 

（譲渡価額 ：2,414 百万円） 

(3)異動後の所有株式数 

  0 株 

（議決権の数：  0 個） 

（所有割合 ：  0.0％） 

 

６．日程 

株式譲渡契約締結 平成 22 年 10 月 19 日 

株式譲渡  平成 22 年 11 月 19 日（予定） 

 

７．今後の見通し 

平成 22 年 5 月 20 日に発表いたしました平成 23 年 3 月期の業績予想には、本件に係る株式譲渡の影

響を含んでおりません。今期の業績に与える影響に関しましては、確定次第、速やかにお知らせいた

します。 

なお、本株式の譲渡により、ATES 社は当社の連結範囲から除外されます。 

 

以 上 


