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ご関係者 各位 

 

日東通信機株式会社 

ＴＣＳホールディングス株式会社 

 

 

日東通信機株式会社にかかるスポンサー契約の締結 

及び、事業家管財人の選任等にかかるお知らせ 

 

 

拝啓 平素より、日東通信機株式会社（以下「日東通信機」といいます）が、ご厚情をいた

だいております。 

 

さて、日東通信機は、平成 29 年６月 30 日、東京地方裁判所より更生手続開始の決定を受

けて以降、事業の早期再建を目指してまいりましたが、平成 29年 12月 28日付けで TCSホー

ルディングス株式会社（以下「TCS-HD」といいます）が日東通信機を支援するスポンサーと

なることにかかるスポンサー契約を日東通信機の管財人と締結いたしました。 

 

TCS-HD の概要は下記のとおりであり、TCS-HD を中心とする企業グループ（以下「TCS グル

ープ」といいます）は、長年実績を有するコンピュータソフトウェアの開発及びシステムイ

ンテグレーション事業に加え、情報画像関連機器や精密計測器等ハードウェアの開発・製造

事業を行うメーカーから部材調達・提供を行う商社まで上場会社を含む 60社を超える企業を

傘下に収めている総合エンジニアリング集団です。 

日東通信機は情報通信機器・部材等の開発製造等を得意分野としており、TCSグループ各社

との協業により事業シナジー効果が発揮されるようにはかり、また、TCSグループは、日東通

信機が構築してきた顧客基盤や技術力・ノウハウが最大限活用されるよう支援をしていきま

す。 

TCSグループの北部通信工業株式会社、セコニック電子株式会社は、日東通信機と同じ福島

県に工場を有しており、資材の調達・管理、外注作業、人材及び設備の有効活用などにおい

ても協業をはかるべく、既に相互の工場を見学し、検討を開始しております。 

特に、北部通信工業株式会社は、かつて会社更生法を適用し TCS グループの支援を受け再

建をはかった企業であり、TCSグループはその再建経験をも活かし、各社一丸となって、日東

通信機ともども同社の事業の早期再建をはかってまいります。 



 

また、TCS-HD代表取締役髙山允伯は、平成 29年 11月 28日付けで東京地方裁判所から選任

され、更生会社の事業家管財人に就任し、主に更生会社の事業に関する職務を果たしていく

こととなり、その職務を遂行するため、ＴＣＳグループ各社の次に挙げる者が補佐をします。 

明治機械株式会社 代表取締役社長 中尾 俊哉 

ＴＣＳホールディングス株式会社 公認会計士・経営管理部参与 三宅 加代子（管財人代理） 

セコニックホールディングス株式会社 代表取締役社長 馬場 芳彦 

セコニックホールディングス株式会社 取締役 原田 博司 

セコニック電子株式会社 代表取締役社長 山田 一寛 

北部通信工業株式会社 常務取締役 井上 孝司 

北部通信工業株式会社 取締役 大橋 貞雄 

株式会社テクノ・セブン 代表取締役社長 齊藤 征志 

シグマトロン株式会社 取締役 星野 智 

武藤工業株式会社 執行役員 加藤 晃章 

なお、事業家管財人、及び事業家管財人の補佐をする者の略歴等は、下記のとおりになり

ます。 

 

今後の更生手続のスケジュールにつきましては、日東通信機、TCS-HD、管財人と協議を重

ね、必要な手続きを経て、更生計画案を策定し、東京地方裁判所に提出した上で、更生債権

者等の皆様に更生計画案の決議をお諮りする予定です。なお、更生計画案の提出期間につき

ましては、東京地方裁判所の平成 29年 11月 29日付け決定により、管財人が更生計画案を提

出すべき期間が平成 30 年３月 27 日まで、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更

生計画案を提出することができる期間が平成 30年３月 20日まで伸長されました。 

 

日東通信機、TCS-HD は、管財人と協力し、引き続き、更生会社の事業の再建に全力を挙げ

てまいる所存でございますので、一層のご支援、ご協力を賜わりますよう、お願い申し上げ

ます。 

 

敬具 

 

  



記 

 

 

ＴＣＳホールディングス株式会社の概要 

(1) 名称 ＴＣＳホールディングス株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋本町四丁目８番14号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  髙山 允伯 

(4) 事業内容 
株式の保有によるグループ全体の事業活動の支配及び管理、 

不動産賃貸及び管理、金融業等 

(5) 資本金 １億円 

(6) 設立年月日 昭和49年（1974年）９月９日 

(7) 発行済株式数 52,836,738株 

(8) 決算期 ３月31日 

(9) 従業員 (連結) 約10,800人(平成29年4月1日現在) 

(10)主要取引先 東京コンピュータサービス株式会社、他グループ会社 

(11)主要取引銀行 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行 

(12) 最近の経営成績及び財政状況(単位：百万円、特記しているものを除く) 

決算期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 

連結純資産 62,127 64,872 72,770 

連結総資産 95,705 98,624 111,051 

１株当たり純資産(円) 90,677.02 94,609.38 1,044.27 

連結売上高 103,326 107,409 112,603 

連結営業利益 7,431 8,386 9,710 

連結経常利益 8,681 8,782 10,034 

連結当期純利益 2,822 3,117 4,980 

１株当たり当期純利益(円) 6,273.32  6,928.24  101.82  

１株当たり配当金(円) 30.00 300.00 2.00  

 

管財人、及び、管財人の補佐をする者の略歴等 

氏   名 生 年 月 日 略          歴 

髙山 允伯 

たかやま まさのり 
昭和 18年２月４日生  

昭和 46年３月 東京コンピュータサービス株式会社（現、

ＴＣＳホールディングス株式会社） 創立 

昭和 49年９月 東京コンピュータサービス株式会社（現、

ＴＣＳホールディングス株式会社）代表取

締役社長（現任） 

平成 15年６月 アンドール株式会社取締役会長（現任） 

平成 15年６月 株式会社テクノ・セブン取締役会長（現任） 

平成 17年 10月 東京コンピュータサービス株式会社（新

設）代表取締役社長（現任） 



平成 24年４月 株式会社セコニックホールディングス取

締役会長（現任） 

平成 25年６月 株式会社アイレックス取締役会長（現任） 

平成 26年６月 明治機械株式会社取締役会長（現任） 

平成 28年４月 ＮＣホールディングス株式会社取締役会

長（現任） 

平成 29年６月 ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社取

締役（現任） 

平成 29年 11月 日東通信機株式会社事業家管財人（現任） 

中尾 俊哉 

なかお としや 
昭和 33年２月２日生  

昭和 53年４月 武藤税理士事務所入所 

昭和 60年４月 株式会社ソーテック入社 

平成 10年６月 同社専務取締役 

平成 14年１月 株式会社ソーテック・イー・サービス代表

取締役社長 

平成 17年９月 中央青山ｐｗｃコンサルティング株式会

社入社 

平成 21年 12月 東京コンピュータサービス株式会社入社 

平成 24年６月 アイレックスシステム株式会社取締役 

平成 25年４月 ＴＣＳホールディングス株式会社 

平成 25年６月 日本コンベヤ株式会社取締役 

平成 27年４月 キャリアスタッフネットワーク株式会社

代表取締役社長 

平成 27年６月 ＴＣＳホールディングス株式会社取締役

（現任） 

平成 27年６月 日本コンベヤ株式会社常務取締役 

平成 28年２月 明治機械株式会社顧問 

平成 28年６月 日本コンベヤ株式会社取締役（現任） 

平成 28年６月 明治機械株式会社代表取締役社長（現任） 

三宅 加代子 

みやけ かよこ 
昭和 35年 10月 16日生 

昭和 58年４月 森ビル株式会社 入社 

平成４年 10月 監査法人朝日新和会計社（現、有限責任あ

ずさ監査法人） 入所 

平成 25年３月 ＴＣＳホールディングス株式会社 入社

（現職） 

平成 25年３月 アプライアンスソリューション株式会社 

監査役 



平成 25年 10月 株式会社サイプレス・ソリューションズ 

取締役 

平成 27年７月 アプライアンス＆デジタルソリューショ

ン株式会社 監査役（現任） 

平成 28年１月 株式会社山の上ホテル取締役（現任） 

平成 29年１月 株式会社山の上ホテルホールディングス

取締役（現任） 

平成 29年 11月 日東通信機株式会社事業家管財人代理（現

任） 

馬場 芳彦 

ばば よしひこ 
昭和 27年 5月 30日生 

昭和 51年４月 ユニデン株式会社入社 

平成９年６月 同社常務取締役 

平成 10年６月 同社代表取締役社長 

平成 14年 12月 リンクエボリューション株式会社代表取

締役社長 

平成 18年 12月 ＴＣＳホールディングス株式会社入社 

平成 18年 12月 北部通信工業株式会社取締役副社長 

平成 19年６月 株式会社アイレックス代表取締役社長 

平成 21年６月 武藤工業株式会社常務取締役 

平成 23年５月 セコニックホールディングス株式会社顧

問 

平成 23年６月 セコニックホールディングス株式会社取

締役 

平成 24年６月 セコニックホールディングス株式会社代

表取締役社長（現任） 

平成 25年６月 ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社取

締役 

原田 博司 

はらだ ひろし 
昭和 31年 11月 29日生 

昭和 56年４月 株式会社日立製作所入社 

平成元年３月 九州松下電器株式会社入社 

平成 16年８月 パナソニックコミュニケーションズカン

パニーＵＫ株式会社代表取締役社長 

平成 20年２月 パナソニック SNグラフィックス株式会社

代表取締役社長 

平成 23年４月 パナソニック SSインフラシステム株式会

社取締役副社長 

平成 25年 11月 株式会社セコニックホールディングス執



行役員事業戦略本部事業企画部長 

平成 26年６月 株式会社セコニックホールディングス取

締役開発技術本部長（現任） 

山田 一寛 

やまだ かずひろ 
昭和 50年 3月 1日生 

平成 10年 4月 東洋紡株式会社入社 

平成 22年 7月 PT TOYOBO KNITTING INDONESIA 経理取締

役 

平成 26年 4月 株式会社セコニックホールディングス入

社 

平成 28年 2月 株式会社セコニック技研監査役 

平成 28年６月 ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社取

締役・監査等委員（現任） 

平成 29年６月 株式会社セコニック電子代表取締役（現

任） 

井上 孝司 

いのうえ たかし 
昭和 40年１月 23日生 

昭和 58年３月 北部通信工業株式会社 入社 

平成 15年 10月 同社取締役 

平成 19年６月 同社常務取締役就任（現任） 

平成 23年８月 株式会社セコニック電子取締役（現任） 

大橋 貞雄 

おおはし さだお 
昭和 27年 10月７日生 

昭和 51年４月 芙蓉防災工業株式会社 入社 

昭和 53年４月 沖電気防災株式会社 入社 

平成 13年 12月 同社福島工場長 

平成 17年２月 同社取締役福島工場長 

平成 24年 11月 北部通信工業株式会社 入社 

平成 25年６月 北部通信工業株式会社取締役（現任） 

齊藤 征志 

さいとう まさし 
昭和 34年 10月 31日生 

昭和 59年４月 東京コンピュータサービス株式会社 入社 

平成２年４月 コムシス株式会社 入社 

平成 10年７月 Total Computing Solutions of 

America,Inc. 副社長(現任) 

平成 10年 12月 コムシス株式会社取締役 

平成 19年６月 デジタルビジョンソリューション株式会

社(現、アプライアンス＆デジタルソリュ

ーション株式会社)取締役(現任) 

平成 23年６月 アンドール株式会社取締役 

平成 24年１月 株式会社テクノ・セブン顧問 

平成 24年６月 株式会社テクノ・セブン代表取締役社長



(現任) 

平成 24年６月 テクノ・トロン株式会社代表取締役社長 

平成 25年６月 ニッポー株式会社代表取締役社長 

平成 29年６月 株式会社テクノ・セブンシステムズ代表取

締役社長(現任) 

星野 智 

ほしの さとし 
昭和 32年７月 19日生 

昭和 55年４月 松下電器産業株式会社（現、パナソニック

株式会社） 入社 

昭和 58年８月 エムエフ情報システム株式会社 出向 

平成 12年６月 松下電器産業株式会社 復帰（出向より戻

り） 

平成 22年４月 パナソニックシステムネットワークス株

式会社 入社 

平成 24年 10月 シグマトロン株式会社取締役（現任） 

平成 27年９月 オートモーティブソリューションズ株式

会社取締役（現任） 

加藤 晃章 

かとう てるあき 
昭和 29年 11月９日生 

昭和 52年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東

芝）入社  

平成 12年 8月 株式会社東芝 小向工場総務部長 

平成 15年４月 東芝デジタルメディアエンジニアリング

株式会社 取締役総務部長 

平成 15年４月 東芝コンピュータテクノロジー株式会社 

取締役総務部長 

平成 17年４月 株式会社東芝 社会システム社  総務部長 

平成 20年６月 東芝エレベータ株式会社 取締役常務総

務部長 

平成 22年６月 東芝セキュリティ株式会社 代表取締役社

長 

平成 29年４月 武藤工業株式会社 入社 

平成 29年６月 武藤工業株式会社 執行役員 

 


