
平成 28 年 10月 14日  

各 位  

会 社 名：株式会社夢テクノロジー  

                  （コード：2458 JASDAQ） 

代表者名：代表取締役社長 本山 佐一郎  

  問合せ先：取締役副社長 金子 壮太郎   

                  （ＴＥＬ：03-3210-1230） 

 

 

当社親会社である株式会社夢真ホールディングスと 

ギアヌーヴ株式会社の資本業務提携契約締結に関するお知らせ 

 

 

 

 当社親会社である株式会社夢真ホールディングスが、デジタル画像管理システムの開発、保守

及び運用などのサービスを提供するギアヌーヴ株式会社との間で資本業務提携契約を締結する

ことを発表いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 

 

 当社業績に与える影響は軽微と考えますが、今後の事業展開により、当社業績に重要な影響を

及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。 

 

以 上 
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【別紙】  

 
 
 
 

2016 年 10 月 14 日  

各  位  

会 社 名：株式会社夢真ホールディングス 

（コード：2362 JASDAQ） 

代表者名：代表取締役社長 佐藤 大央 

問合せ先：執行役員 管理本部長 片野 裕之 

（ＴＥＬ：03-3210-1212） 

 

ギアヌーヴ株式会社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ 
 

当社及び当社子会社である株式会社夢エデュケーション（以下、「夢エデュケーション」とい

います。）は、ギアヌーヴ株式会社（以下、「ギアヌーヴ」といいます。）との間で資本業務提携

契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記  

 

１．資本業務提携の目的  

現在、建設業界の人手不足は深刻なものとなっており、さらに、建設就業者の 30%以上が 55

歳以上であることから、今後さらに不足感に拍車がかかることが予想されております。対して、

建設投資額は 2010 年を底に 20%以上の回復をみせており、今後も東京オリンピック・パラリン

ピック関連工事や、リニア中央新幹線関連工事など、その需要は一層の高まりをみせることが

想定される状況です。このような事業環境の中、建設業各社は生産性の向上、コスト競争力の

強化、受注力の向上及び管理業務の効率化などを図るため、今後 IT を積極的に活用していくこ

とが必要不可欠な状況となっております。  

このような事業環境の中、当社では、2016 年 5 月 20 日付にて、ハイクラスな IT エンジニア

の教育及び育成を主な事業とする夢エデュケーションを設立いたしました。その事業の一環と

して、建設現場に業務管理システムなどの IT サービスを提供している、株式会社ギャラクシー

（以下、「ギャラクシー」といいます。）を 2016 年 7 月 22 日付にて子会社化するなど、建設業

界の IT 化を促進していく方針です。  

資本業務提携を行うギアヌーヴは、主に建設現場におけるデジタル画像管理システムの開発、

保守及び運用を行っており、具体的には、カメラで撮影した工事写真をリアルタイムで共有し、

その写真を用いて報告書を自動作成するなどのサービスを提供しております。また、今後、工

程及び原価管理システムや、技能者の施工力を数値化するツールなど、新たな IT サービスを開

発していくとのことです。  

このことから、夢エデュケーションが今後行っていく建設業界 IT 化の促進と、ギアヌーヴの

提供する IT サービスには高い親和性があり、双方にとって大きな成長が期待できると判断した

ため、ギアヌーヴとの資本業務提携契約を締結することといたしました。  

 

２．資本業務提携の内容  

（１）業務提携の内容  

当社及び夢エデュケーションとギアヌーヴの業務提携の内容は、以下のとおりとなり

ます。  

①  夢エデュケーションは、ギアヌーヴから建設業界に精通した IT エンジニア育成のた

めに必要なノウハウ及び教育研修などの提供を受けます。  

②  夢エデュケーションの子会社であるギャラクシーとギアヌーヴが連携し、施工効率

化のための新たな IT サービスの開発を進めます。  

③  当社、夢エデュケーション、ギャラクシー及びギアヌーヴは、各社の販促活動につ

いて連携し協力し合います。  
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（２）資本提携の内容  

当社は、ギアヌーヴ普通株式 4,825 株（発行済株式総数に対する所有割合 34.1%）を、
241,250 千円にて取得いたします。  

 

３．資本業務提携先の概要  

（１）  名称  ギアヌーヴ株式会社 

（２）  所在地  東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 6 号  

（３）  代表者の役職・氏名  代表取締役 八木 宏憲  

（４）  事業内容  
・デジタル画像管理システムの開発、保守及び運用  

・通信機能用途向けアプリケーション開発  

（５）  資本金  83 百万円  

（６）  設立年月日  2003 年 1 月 20 日  

（７）  大株主及び持株比率  
八木 宏憲 66.5% 

日本ベンチャーキャピタル株式会社 16.9% 

（８）  
上場会社と当該会社  

との間の関係  

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。  

 （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  2014 年 3 月期  2015 年 3 月期  2016 年 3 月期  

純資産  △12 百万円  23 百万円  36 百万円  

総資産  184 百万円  204 百万円  244 百万円  

売上高  157 百万円  245 百万円  295 百万円  

営業利益  34 百万円  52 百万円  21 百万円  

経常利益  31 百万円  49 百万円  19 百万円  

当期純利益  30 百万円  36 百万円  12 百万円  
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４．業務提携を行う子会社の概要  

（１）  名称  株式会社夢エデュケーション 

（２）  所在地  東京都千代田区丸の内一丁目4番 1号 

（３）  代表者の役職・氏名  代表取締役社長 佐藤 大央 

（４）  事業内容  人材育成事業 

（５）  資本金  300百万円 

（６）  設立年月日  2016年 5月 20日 

（７）  大株主及び持株比率  
株式会社夢真ホールディングス 90% 

株式会社夢テクノロジー 10% 

（８）  
上場会社と当該会社  

との間の関係  

資本関係  90%出資しております。  

人的関係  
当社の代表取締役 1 名が代表取締役を兼務

しております。  

取引関係  事務所を転貸しております。  

 

５．日 程  

（１）  取締役会決議日  2016 年 10 月 14 日  

（２）  契約締結日  2016 年 10 月 14 日  

（３）  事業開始日  2016 年 10 月 14 日  

 

６．今後の見通し  

当社の業績に与える影響は、現在精査中であります。判明次第、速やかに開示いたします。  

 

以  上  
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