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業務提携契約締結のお知らせ

当社は、平成30年12月25日開催の取締役会におきまして、ISO審査登録機関 BMトラ
ダ・ジャパンと独占的業務提携契約（以下「本契約」という）を締結しましたので、お知
らせいたします。
1． 業務提携の理由
当社は、クライアントへの省エネルギーソリューションの提供と再生可能エネルギーの
活用により、地球温暖化対策と継続可能型社会の形成に寄与することを経営目的としてお
ります。この経営目的の実現の為には、幅広い分野における省エネルギーに関する知見
と、効果的で信頼性の高い製品やシステムを、的確な場所へ導入、構築・運用するノウハ
ウが必要であり、当社は日々、あらゆる設備・現場におけるワンストップソリューション
能力の向上に努めております。
中でも今期以降、当社が積極的に開拓すべき重要なターゲットの一つに、食品関連分野が
挙げられます。食品関連分野においては、冷蔵施設、生産施設、厨房施設などにおいて、省
エネルギーの需要は高く、当社のソリューションノウハウを提供できる余地が大きいと考
えております。
こうした中、本年 6 月に衆議院で可決、成立した「改正食品衛生法」では、食品事業者に
対し、HACCP（食品衛生に対する国際規格）
（注１）に沿った衛生管理の義務化が定められ
ました。これによって、今後、各食品関連事業者においては、HACCP の認証取得、あるい
は、それと同等の食品衛生に対応した設備構築の需要が高まるものと思われます。
このことにより、当社のソリューション提案においても、食品関連事業者に対する衛生管理
を確実に行う設備等を導入することが求められます。
そこで、当社では、HACCP 認証または ISO22000（ISO 食品安全マネジメントシステム）
のノウハウを保有する審査機関と提携し、HACCP 認証の内容を習得し、当社がその認証支
援事業を行うことを検討して参りました。当社が HACCP 認証取得支援を行うことにより、
コンサルティング収入が上がると同時に、省エネルギー等設備導入時の HACCP 対応が的

確になり、他社との差別化、食品関連事業者への提案への信頼性の向上につながると考えて
おります。
今回業務提携を行う、審査登録機関 BM トラダ・ジャパン（大阪市住之江区

代表 西嶌

寛氏）は、ISO9001、ISO14001、ISO22000 などの登録審査を行う審査機関であり、UKAS
（英国適合性認定協会）の認定を受けた審査登録機関です。同社は、英国の Element Material
s Technology Ltd.傘下の BM トラダ（Chiltern House Stockng Lane Hughenden Valey High Wycombe
Buckinghamshire,HP14 4ND,UK ） とライセンス契約をしておりますが、Element Materials

Technology Ltd.は、英国に本社を置き、世界 30 か国で展開する大手検査会社です。
そこで当社は、世界的に評価の高い、英国のマネジメントシステムを習得し、食品関連企
業への HACCP 認証取得支援並びに、当該規格に対応した設備導入支援を進める予定であ
ります。
また当社では、今後、地球環境に配慮した事業領域や、環境ソリューションビジネスへの
進出を目指しておりますが、BM トラダ・ジャパンでは、環境マネジメントシステム
ISO14001 の審査登録事業を行っております。そこで、今回の独占的業務提携により、この
ノウハウを活用し、ウェブ等を活用したコストパフォーマンスの良い認証取得支援、並びに
サーベランス、更新審査対応支援を行うことを企図しております。同時に、ISO 認証取得先
への省エネルギー設備の導入及び継続的な CO2 削減、コスト削減の目標設定や提案を行う
ことで、クライアントとの継続的かつ安定的な関係を構築することを目的としております。
２．業務提携の内容等
① ISO 及び HACCP 認証取得支援ノウハウの習得
当社は、BM トラダ・ジャパン所属の審査員より、ISO 及び HACCP の認証支援のためのノ
ウハウを習得いたします。また、そのための人員を受入れ配置いたします。
② ISO 及び HACCP 認証取得のためのウェブサービス構築
当社では、業務提携で得られたノウハウを ISO 各シリーズ及び HACCP の認証取得支援サ
ービスに、より低コストでより質の高いコンサルティングとして顧客に提供できるよう、
WEB を活用した認証取得支援コンテンツを開発する予定であります。当該コンテンツは、
ISO、HACCP 関連文書をデータ化し、記載マニュアル等をデータ上で解説することにより、
顧客が認証審査に至るまでの時間とコストを節約することを目指します。
３．業務提携の相手の概要
(1)名称

株式会社 BM トラダ・ジャパン

(2)所在地

大阪市住之江区南港北二丁目 1 番 10 号
アジア太平洋トレードセンター

(3)代表者の役職・氏名

代表取締役 西嶌寛

(4)事業内容

国際標準化機構(ISO)規格に関する審査の受
託、労働安全衛生国際規格に関する審査の受
託並びに以下の国際規格の審査登録業務
ISO9001（QMS） 品質マネジメントシステ
ム
ISO14001（EMS） 環境マネジメントシステ
ム
ISO/IEC27001（ISMS）情報セキュリティ・
マネジメントシステム
ISO/IEC20000（ITSMS）IT サービスマネジ
メントシステム
ISO22000（FSMS）食品安全マネジメントシ
ステム
ISO45001（OH&SMS）労働安全衛生マネジ
メントシステム
ISO50001（EnMS）エネルギーマネジメント
システム

(5)資本金

3 百万円

(6)設立年月日

2009 年 12 月 10 日

(7)大株主及び持分比率

西嶌寛 100%

(8) 上 場 会 社 と 当

資本関係

特筆すべき資本的関係はありません

該会社との関係

人的関係

特筆すべき人的関係はありません

取引関係

特筆すべき取引関係はありません

関連当事者への該当

当該会社は当社の関連当事者ではありませ

状況

ん

(9)当該会社の最近 3 か年の経営成績（IFRS）
決算期

平成 28 年 9 月期

平成 29 年 9 月期

平成 30 年 9 月期

資本合計

△5.70 百万円

△5.90 百万円

△15.74 百万円

総資産額

4.66 百万円

2.88 百万円

1.07 百万円

1 株当たり親会社

△95,000 円

△98,407 円

△262,333 円

売上高

24.83 百万円

26.72 百万円

36.75 百万円

営業利益

△0.50 百万円

△0.13 百万円

1.05 百万円

税引前利益

△0.50 百万円

△0.13 百万円

1.05 百万円

の株主に帰属する
持分

親会社の所有者に

△0.50 百万円

△0.13 百万円

0.98 百万円

△8,333 円

△2,200 円

16,416 円

帰属する当期利益
基本的 1 株当たり
当期利益
４．日程
取締役会

平成 30 年 12 月 25 日

業務提携契約締結 平成 30 年 12 月 25 日
５．今後の見通し
本提携における 2019 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。尚、本提携
の具体的な進捗に応じて開示すべき事象が発生または決定した場合、速やかに開示致しま
す。

（注１）HACCP
食品等事業者向けの国際規格。重要な工程を管理し、製品の安全性を確保するための衛生管理のマネジメ
ントシステム。2018年6月に、HACCPに沿った衛生管理の実施を食品事業者に求める「改正食品衛生法
案」が衆議院で可決、成立した。
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