
 

 

平成 18 年 2月 9 日 

各  位 

東京都文京区音羽一丁目 20 番 11 号 

ビズネット株式会社 

代表取締役社長  中嶋 光正 

(コード番号：3381) 

問い合せ先：代表取締役副社長 高柳 通明 

電話番号：03-3942-3030 (代表) 

 

 

プラス株式会社における株式交換による 

株式会社今泉技術研究所の完全子会社化について 

 

当社の非上場の親会社等であるプラス株式会社の取締役会において添付の決議がされましたのでお知

らせいたします。 

 

別添：株式交換による株式会社今泉技術研究所の完全子会社化について 

 

（参 考） 

プラス株式会社の概要 

本社所在地： 東京都文京区音羽 1-20-11 

代表者： 代表取締役社長 今泉 嘉久 

 

本件に関する問合せ先 

プラス株式会社 コーポレート本部 

企画部 副部長 筒井 威博 

０３－３９４２－３０７７ 

 

 

 

以 上 



平成 18 年 2 月 9 日 

各位 

                              会社名  ：プラス株式会社 

東京都文京区音羽 1-20-11      

代表者  ：代表取締役社長 今泉 嘉久 

問合せ先：コーポレート本部 企画部 

副部長 筒井 威博 

                                Tel.03‐3942‐3077 

 

株式交換による株式会社今泉技術研究所の完全子会社化について 

 

当社は、平成 18 年 2月 9日開催の取締役会において、平成 18 年 2月 24日に開催予定の臨時株主総会に

「株式交換による株式会社今泉技術研究所の完全子会社化」について付議することを決議しましたのでお知ら

せいたします。 

 

１. 完全子会社化の目的 

当社は株式会社今泉技術研究所に対し、当社及び関係会社等が入居する事務所建物等の清掃管理業務を

委託しております。当該事業を当社連結グループ内に取り込み、事業の拡大と業務の効率化を実現すべく、当

社は、株式会社今泉技術研究所の完全子会社化を決定いたしました。 

 

２. 株式交換の条件等 

（1）株式交換の日程 

平成 18 年 2 月 9 日 株式交換契約書承認取締役会 

平成 18 年 2 月 9 日 株式交換契約書締結 

平成 18 年 2 月 24 日（予定） 株式交換契約書承認株主総会（当社及び（株）今泉技術研究所） 

平成 18 年 3 月 10 日（予定） 株式交換期日及び株式交換登記日 

 

（2）株式交換比率 

会 社 名 プラス株式会社 

（完全親会社） 

株式会社今泉技術研究所 

（完全子会社） 

株式交換比率 １.000 0.005 

 

（注）１．株式の割当比率 

（株）今泉技術研究所の普通株式１株に対して、当社の普通株式 0.005 株を割当て交付し

ます。 



   ２．株式交換比率の算定根拠 

当事会社は、株式交換比率の算定を、第三者機関である八重洲総合事務所に依頼し、そ

の算定結果を参考として当事会社間で協議した結果、上記のとおりの交換比率で合意致しま

した。 

   ３．第三者機関による算定方法 

八重洲総合事務所は当社及び（株）今泉技術研究所について時価純資産法により企業価

値評価を行いました。 

４．株式交換により交付する新株式数 

当社普通株式 1,752.3 株 

 

（3）株式交換交付金 

株式交換交付金の支払いはありません。 

 

３. 株式交換当事会社の概要（平成 17 年 11 月 20 日現在） 

商号 プラス株式会社（完全親会社） 株式会社今泉技術研究所（完全子会社） 

事業内容 

オフィス家具、文具事務用品、OA 関連用

品、電子光学機器、事務機、教育機器等の

製造販売及びオフィス環境のデザイン・施

工・内装工事 

建物及び付属設備の管理業、保険代理業 

設立年月日 平成 13 年 4 月 19 日 昭和 56 年 12 月 17 日 

本店所在地 東京都文京区音羽 1-20-11 東京都文京区音羽 1-20-11 

代表者 代表取締役社長 今泉 嘉久 代表取締役社長 今泉 嘉久 

資本金 1,321 百万円 175 百万円 

発行済株式総数 6,810 株 350,460 株 

株主資本 15,411 百万円 1,490 百万円 

総資産 102,188 百万円 2,402 百万円 

決算期 5 月 20 日 3 月 20 日 

従業員数 916 名 0 名 

主要取引先 

【販売先】 

アスクル㈱、ビズネット㈱、全国文具販売店

他 

【仕入先】 

プラス ステーショナリー㈱、 

プラスビジョン㈱  

文具・事務機メーカー各社 他 

【販売先】 

プラス㈱ 他 

 

【仕入先】 

鹿島建物総合管理㈱ 

㈱メフォス 



 

大株主及び持株比率 

株式会社アイアンドアイ     58.5% 

株式会社今泉技術研究所   19.8% 

今泉嘉久              5.3% 

今泉嘉久             66.7% 

今泉公二             33.3% 

主要取引銀行 

 ㈱みずほコーポレート銀行 

 ㈱三井住友銀行 

 ㈱群馬銀行 

日本政策投資銀行 

  ㈱群馬銀行 

資本関係 
（株）今泉技術研究所は、プラス（株）の発行済株式総数の 19.8％を保有し

ています。 

人的関係 

（株）今泉技術研究所の代表取締役社長 今泉嘉久は、プラス（株）の代表

取締役社長であります。（株）今泉技術研究所の取締役 今泉公二は、プラ

ス（株）の代表取締役副社長であります。また、（株）今泉技術研究所の監

査役 栗原文一は、プラス（株）の秘書室室長であります。 

当事会社の関係 

取引関係 
（株）今泉技術研究所は、プラス（株）及びその関係会社等が入居する事務

所建物等の清掃管理業務を、プラス（株）より受託しています。 

 

４. 当事会社の最近 3年間の業績 

単位：百万円 

プラス株式会社 株式会社今泉技術研究所 

決算期 H15/5 

実績 

H16/5 

実績 

H17/5 

実績 

H15/3 

実績 

H16/3 

実績 

H17/3 

実績 

売上高 54,965 52,952 55,368 59 57 55 

営業利益 △3,971 △1,326 6 0 2 1 

経常利益 △3,930 △1,304 173 △12 13 △11 

当期純利益 △4,281 △1,975 △271 △0 8 △38 

1 株当たり当期純利益

（円） 
△33,796.07 △8,105.29 △1,031.05 △0.54 24.28 △109.57 

1 株当たり配当金（円） - - - - - - 

1 株当たり株主資本（円） 1,001.43 1,633.65 2,335,510.87 4,343.81 4,368.09 4,258.51 

 



５. 株式交換後の状況 

（1）商号、事業内容、本店所在地、代表者 

「３．株式交換当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。 

（2）資本金 

① 株式交換に際し、資本金は増加させません。 

② 株式交換の日に、(株)今泉技術研究所に現存する純資産額に、(株)今泉技術研究所の発行済株式の

総数に対する株式交換によりプラス（株）に移転する株式の割合を乗じた額の資本準備金を増加させる

ものとします。 

 

 

以 上 
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