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第 23 期定時株主総会招集のご通知一部訂正について 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、平成 24 年６月 13 日付で株主の皆様宛にご送付致しました「第 23 期定時株主総会

招集のご通知」の一部に誤りがございました。再度のご報告をお詫び申し上げますととも

に、下記の通り訂正させていただきます。 

敬具 

 

記 

 

【訂正箇所】（訂正箇所は＿で表示しております。） 

 

訂正１. (３) 資金調達の状況 （４頁） 

（訂正前） 

  当社グループは、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、平成 23 年 12 月に取引銀行

３行との間にシンジケート方式によるコミットメントライン契約（総額 20 億円）を締結

致しました。 

  なお、当連結会計年度末における当該借入残高は、20 億円であります。 

（訂正後） 

当社グループは、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、平成 23 年 12 月に取引銀行

３行との間にシンジケート方式によるコミットメントライン契約（総額 20 億円）を締結

致しました。 

  なお、当連結会計年度末における当該借入残高は、20 億円であります。 

  また、当社は、平成 23 年 10 月、普通株式 109,000 株の募集を１株あたり 13,000 円に

て行い、1,417,000,000 円を調達いたしました。 

 

訂正２ (７) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権の取得又は処分の状況 （４頁） 

（訂正前） 



  当該事項はありません。 

（訂正後） 

  当社のグループ会社である SJI (Hong Kong） Limited は、平成 23 年 9 月、科大恒星

電子商務技術有限公司の持分全部（同社の持分の 49％）を、DC グループとの競合の可

能性があること、同社経営陣からの強い要望があったこと及び今後も良好な関係が維持

される見込みがあること等から、同社経営陣である董永東外３名及び安徽酷智投資管理

有限公司に売却しました。 

当社のグループ会社である聯迪恒星電子科技（上海）有限公司は、平成 23 年 9 月、北

京宝利信通科技有限公司の持分全部（同社の持分の 49％）を、DC グループとの競合の

可能性があること及び同社経営陣からの強い要望があったこと等から、同社経営陣が出

資者として参加する隆梅資本管理有限公司に売却しました。 

当社のグループ会社である SJ Asia Pacific Limited は、平成 23 年 10 月、石油分野の

市場規模及び成長性並びに制御系ソフトウェア開発における協業を期待して、China 

LianDi Energy Resources Engineering Technology Limited.から、LianDi Clean 

Technology Inc.の発行済普通株式の 14.81%（5,400,000 株）を取得しました。この結果、

同社は持分法適用会社から連結子会社へ変更となりました。 

 

訂正３. 個別注記表（貸借対照表に関する注記）（37 頁） 

（訂正前） 

4. 保証債務 

  信用状開設及び借入金に対する保証 

     実華工程有限公司 448,032 千円 

 (5,451 千米ドル) 

     華深貿易（国際）有限公司 352,022 千円 

 (4,283 千米ドル) 

     恒星信息（香港）有限公司 704,775 千円 

      鴻騰科技有限公司 176,708 千円 

 (2,150 千米ドル) 

（訂正後） 

4. 保証債務 

  信用状開設及び借入金に対する保証 

     実華工程有限公司 448,032 千円 

 (5,451 千米ドル) 

     華深貿易（国際）有限公司 557,497 千円 

 (6,783 千米ドル) 

     恒星信息（香港）有限公司 704,775 千円 



      鴻騰科技有限公司 176,708 千円 

 (2,150 千米ドル) 

 

訂正４. 個別注記表（関連当事者との取引に関する注記）（39 頁） 

（訂正前） 
1. 子会社及び関連会社等 
 

関 係 内 容
種類 会社等の名称 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 

資金の貸付 
(注1) 982,077 短期貸付金 3,753,120

貸付金の回
収 4,233,333 ─ ─SJ ASIA PACIFIC LIMITED 所有 

直接100％ 兼任 ― 

利息の受取 51,638 未収入金 57,664

資金の貸付
(注1) 1,820,692 短期貸付金 1,120,692

貸付金の回
収 700,000 ─ ─

利息の受取 12,412 未収収益 927,241

─ ― 未収入金 111,940

業務受託費 18,000 ─ ─

恒星信息（香港）有限公司 所有 
間接100％ 兼任 ─ 

保証債務 
(注2) 704,775 ─ ─

華深貿易（国際）有限公司 
所有  
間接

50.8％ 
― ― 保証債務 

(注2) 352,022 ― ―

子会社 

実華工程有限公司 
所有  
間接

50.8％ 
― ― 保証債務 

(注2) 448,032 ― ―

（訂正後） 
1. 子会社及び関連会社等 
 

関 係 内 容
種類 会社等の名称 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 

資金の貸付 
(注1) 982,077 短期貸付金 3,753,120

貸付金の回
収 4,233,333 ─ ─SJ ASIA PACIFIC LIMITED 所有 

直接100％ 兼任 ― 

利息の受取 51,638 未収入金 57,664

資金の貸付
(注1) 1,820,692 短期貸付金 1,120,692

貸付金の回
収 700,000 ─ ─

利息の受取 12,412 未収収益 927

─ ― 未収入金 111,940

業務受託費 18,000 ─ ─

恒星信息（香港）有限公司 所有 
間接100％ 兼任 ─ 

保証債務 
(注2) 704,775 ─ ─

華深貿易（国際）有限公司 
所有  
間接

50.8％ 
― ― 保証債務 

(注2) 557,497 ― ―

子会社 

実華工程有限公司 
所有  
間接

50.8％ 
― ― 保証債務 

(注2) 448,032 ― ―

 

以上 


