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子会社の吸収合併に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の連結子会社である株式会社ソーテック・イ

ー・サービスを吸収合併する方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．合併の目的 

 株式会社ソーテック・イー・サービスは当社製品の保守修理およびコールセンター業務を中心に顧客

満足度の向上をはかり、グループとしての業容の拡大に取り組んできました。加えて、コモディティ化

したパソコンの付加価値を高めるため、ユーザーの様々のニーズを取り入れ完成品に仕上げる BTO（Build 

to Order、受注生産方式）生産体制を作り上げて参りました結果、漸くにして利益確保できる体質・体

制を実現する事ができた次第です。 

 しかし、当社を取り巻く環境は一段と厳しくなっており、簡素で筋肉質の経営体制の確立が必須条件

になっていることから、この度、重複業務の排除、情報流通の簡素化、意思決定の迅速性を一層追求し、

市場競争に勝つために、同社を当社に吸収合併することとしました。 

 

２．合併の要旨 

（１） 合併の日程 

・合併覚書承認取締役会      平成 18年５月１７日 

・合併覚書締結          平成 18年５月１７日 

・合併契約書承認取締役会     平成 18年６月１３日（予定） 

・合併契約書調印         平成 18年６月１３日（予定） 

・合併契約書承認株主総会     平成 18年６月２８日（予定） 

（株式会社ソーテック・イー・サービス） 

・合併期日            平成 18年９月１日（予定） 

・合併登記            平成 18年９月上旬（予定） 

注）本合併は、会社法第７９６条第３項の規定により、当社においては合併契約書に関する株主総会

の承認を得ることなく行うものであります。 

 



（２） 合併方式 

当社を存続会社、株式会社ソーテック・イー・サービスを消滅会社とする吸収合併方式といたします。 

（３） 合併比率及び交付金 

詳細は合併契約書調印までに両社で協議のうえ、決定いたします。 

 

３．合併当事会社の概要 

（平成 18年３月 31日現在） 

（1） 商号 
株式会社ソーテック 

（当社＝合併会社） 

株式会社ソーテック・イー・サービス 

（被合併会社） 

（2） 事業内容 
コンピュータの企画開発、製造販売、輸

出入 

コンピュータ等の保守修理、テクニカル

サポート、BTO 生産 

（3） 設立年月日 昭和５９年４月３日 平成１２年５月１６日 

（4） 本店所在地 横浜市西区高島２－１１－２－３０９ 横浜市金沢区福浦２－６－１７ 

（5） 代表者 代表取締役社長 山田 健介 代表取締役社長 土肥 健一 

（6） 資本金 ８，５２２百万円 ２０百万円 

（7） 発行済株式総数 １１７，７２７株 １４，８４０株 

（8） 株主資本 ５，８２１百万円 ９３百万円 

（9） 総資産 ９，１９７百万円 ６９１百万円 

（10） 決算期 ３月３１日 ３月３１日 

（11） 従業員数 １０４名 ５４名 

（12） 主要取引先 

株式会社ピーシーデポコーポレーション 

株式会社ビックカメラ 

株式会社ヨドバシカメラ 

株式会社ソーテック 

（13） 大株主及び 

 持株比率 

（平成 18年 3月 31日現在） 

ACTIV Investments Fund L.P. 

                    １５．８８％ 

大邊 創一      ４．９６％ 

大阪証券金融株式会社 ４．０８％ 

株式会社ソーテック ７０．９４％ 

Ubase Inc.    １５．８４％ 

株式会社トライジェムジャパン 

          １３．２０％ 

（14） 主要取引銀行 株式会社三井住友銀行 － 

資本関係 当社が７０．９４％出資している 

人的関係 
当社の従業員１名が取締役、１名が監査

役にそれぞれ就任している。 （15） 当事会社の関係 

取引関係 
当社製品の保守業務及び BTO 生産業務

を委託している。 



（16）最近３決算期間の業績 

 
株式会社ソーテック 

（当社＝合併会社） 

株式会社ソーテック・イー・サービス 

（被合併会社） 

決 算 期 
平成１６年 

３月期 

平成１７年 

３月期 

平成１８年 

３月期 

平成１６年 

３月期 

平成１７年 

３月期 

平成１８年 

３月期 

売 上 高 22,348 百万円 17,716 百万円 17,992 百万円 2,078 百万円 2,065 百万円 1,732 百万円 

営 業 利 益 △599 百万円 △1,912 百万円 △1,014 百万円 △356 百万円 △11 百万円 115 百万円 

経 常 利 益 △635 百万円 △1,926 百万円 △954 百万円 △371 百万円 △12 百万円 111 百万円 

当 期 純 利 益 △1,027 百万円 △2,664 百万円 △2,215 百万円 △375 百万円 △44 百万円 72 百万円 

１株当たり 

当期純利益 
△9,194 円 △23,710 円 △19,708 円 △38,361 円 △3,540 円 4,901 円 

１株当たり 

配当金 
－ － － － － － 

１株当たり 

株主資本 
95,143 円 71,504 円 51,788 円 1,458 円 1,373 円 6,275 円 

 

４．合併後の状況（予定） 

(１) 商 号          株式会社ソーテック 

(２) 事 業 内 容          コンピュータの企画開発、製造販売、輸出入 

(３) 本店所在地     横浜市西区高島２－１１－２－３０９ 

(４) 代 表 者          代表取締役社長 山田 健介 

(５) 資 本 金          未確定 

(６) 総 資 産          未確定 

(７) 決 算 期          ３月３１日 

 

５．業績に与える影響 

株式会社ソーテック・イー・サービスは当社連結子会社であるため、連結業績への影響は軽微であり

ます。 

 

以上 

 

 


