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子会社の異動を伴う株式取得（子会社化）に関する基本合意  
並びに連結業績予想の修正のお知らせ  

 

 

  当社は、本日の当社の決定、及び本日のパイオニア株式会社（以下、パイオニア）の取締

役会の決議に基づき、パイオニアより、パイオニアの連結子会社であるパイオニアソリュー

ションズ株式会社（以下、パイオニアソリューションズ）の株式を取得し、パイオニアソリ

ューションズを連結子会社化することに関し、パイオニアと基本合意書を締結しましたので、

下記の通り、お知らせいたします。 

 また、この基本合意を受け、当社の平成 26 年 12 月期の連結業績予想を修正いたしますの

で、合わせて、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．子会社化に関する基本合意の理由 

 本件により、パイオニアソリューションズが持つクリアな音声通信技術と、高画質な

資料共有を実現させる技術を活かしながら、ブイキューブが培ってきたクラウド技術を

活用したサービス提供技術を融合させることで、自動車・製造設計領域に求められてき

た高品質のサービスを、中小企業でも利用しやすい形態で提供することが可能になり、

同時に、パイオニアソリューションズが展開する文教市場に対してブイキューブのサー

ビス提供を共同で加速させることが可能となります。また、当該サービスを国内だけで

なく、ブイキューブの展開するアジア地域を中心としたサービス展開網を活用し、海外

での販売も可能となり、当社グループの企業価値向上に資するものと判断し、今回の基

本合意に至りました。 

 

２．対象会社の概要 

(1) 名 称 パイオニアソリューションズ株式会社 

(2) 所在地 神奈川県川崎市幸区新小倉１番１号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 原 清 

(4) 事業内容 産業用・業務用システム製品の企画・開発・販売・保守 

(5) 資本金 200百万円 

(6) 設立年月日 平成 17年 7月 1日 

(7) 大株主と持株比率 パイオニア株式会社 100％ 

(8) 当社と当該会社との関係 

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 23年 3月期 平成 24年 3月期 平成 25年 3月期 

  売上高 959百万円 945百万円 1,358百万円 

  営業利益 △958百万円 △738百万円 △358百万円 

  経常利益 △992百万円 △918百万円 △562百万円 

  当期純利益 △941百万円 △923百万円 △566百万円 

  １株当たり当期純利益 △235,257円 △230,931円 △141,559円 

  １株当たり配当金 － 円 － 円 － 円 

  純資産 △5,471百万円 △6,395百万円 △6,961百万円 

  総資産 800百万円 628百万円 597百万円 

  １株当たり純資産 △1,367,865円 △1,598,797円 △1,740,356円 

 

 

３．相手先の概要 

(1) 名 称 パイオニア株式会社 

(2) 所在地 神奈川県川崎市幸区新小倉１番１号 

 (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 兼 社長執行役員 小谷 進 

 (4) 事業内容 電子・電気機械器具の製造、販売 

 (5) 資本金 91,732百万円（平成 25年 9月 30日現在） 

 (6) 設立年月日 昭和 22年 5月 8日 

 (7) 純資産 88,647百万円（平成 25年 9月 30日現在、連結） 

(8) 総資産 330,403百万円（平成 25年 9月 30日現在、連結） 

 (9) 大株主及び持株比率 

（平成 25年 9月 30日現在） 

シャープ株式会社                             8.05％ 

三菱電機株式会社                              7.49％ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ              6.92％ 

本田技研工業株式会社                          3.94％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）3.23％ 

 (10)当社と当該会社の関係 

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、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

 (1) 異動前の議決権の所有割合 - % 

 (2) 取得する議決権の割合 51.0% 

 (3) 取得価額 

パイオニアソリューションズの株式 500百万円 

アドバイザリー費用等（概算額）    7百万円 

合計（概算額）          507百万円 

 (4) 異動後の議決権の所有割合 51.0 % 

 (5) 取得価額の算定根拠 

第三者機関に財務デューデリジェンス、法務デューデ

リジェンス、人事デューデリジェンス及び企業価値算

定を依頼し、DCF法等に基づき算出された株式価値を勘

案し、取得価額を決定いたしました。 

（注）取得価額の算定に当たりましては、パイオニアソリューションズ株式会社がパイオニ

ア株式会社から負っている借入債務を負担しないことを前提としております。 

（注）取得株式数につきましては、確定次第、開示いたします。 

 

 

５．日程 

(1) 機関決定日 
平成 26年 3月 24日（株式会社ブイキューブ） 

平成 26年 3月 24日（パイオニア株式会社） 

(2) 基本合意書締結日 平成 26年 3月 24日 

(3) 実施予定日 平成 26年 5月 1日（予定） 

 

 

６．今後の見通し 

 本件に伴い、当社の平成 26 年 12 月期第 2 四半期(累計)及び通期の連結業績予想を、

以下の通り、修正いたします。 

 

＜修正の理由＞ 

当第 2 四半期(累計)及び通期の連結業績予想につきまして、今回の連結子会社化によ

り、自動車・製造設計領域、文教市場でのサービス利用の拡大を見込んでおり、これに

伴い、売上高は増加する見込みであります。 

営業利益、経常利益、純利益については、株式取得に伴う「のれん代」の償却費用が初年度22

百万円、年間 33 百万円程度発生する見込みですが、売上増加による利益増加などで吸収する見

込みであります。 

 



 

 

（１）平成 26年 12月期第 2四半期(累計)の連結業績予想の修正 

（平成 26年 1月 1日～平成 26 年 6月 30日）             (単位：百万円) 

 
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

１株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想(Ａ) 1,561 108 100 42 9円 32銭 

今回修正予想(Ｂ) 1,862 108 100 42 9円 32銭 

増減額(Ｂ-Ａ) 300 0 0 0  

増減率(％) 19.3 0.0 0.0 0.0  

(ご参考)前年同期実績 

(平成 25 年 12 月期 

第 2 四半期(累計)) 

― ― ― ― ― 

（注）1．当社は、平成 25 年 12 月 10 日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場しており、

平成 25 年 12 月期第 2 四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していない

ため、前年同期実績は記載しておりません。 

2．前回発表予想及び今回修正予想の１株当たり四半期純利益は、平成 25年 12月 31 日 

現在の発行済株式総数（4,521,600株）を基に算出しております。 

 

（２）平成 26年 12月期通期の連結業績予想の修正 

（平成 26年 1月 1日～平成 26 年 12月 31日）            (単位：百万円) 

 
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 

前回発表予想(Ａ) 3,438 527 534 322 71円 33銭 

今回修正予想(Ｂ) 4,705 527 534 322 71円 33銭 

増減額(Ｂ-Ａ) 1,266 0 0 0  

増減率(％) 36.8 0.0 0.0 0.0  

(ご参考)前期実績 

(平成 25 年 12 月期) 

2,525 276 263 230 69円 66銭 

（注）前回発表予想及び今回修正予想の１株当たり当期純利益は、平成 25年 12月 31日現在

の発行済株式総数（4,521,600株）を基に算出しております。 

 

 

以 上 


