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連結子会社との合併に関するお知らせ 
 
 
当社は、平成 18 年 7 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の完全子会社

であるキヤノン・スーパーコンピューティング・エスアイ株式会社（以下「CSSI」といいま

す。）を吸収合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 

１．合併の目的 

キヤノンマーケティングジャパングループは近年、付加価値創造型ビジネスへの変革を目指

し、グループの再編や事業構造の改革に積極的に取り組んでいます。今年からスタートさせた

５カ年計画「長期経営構想」では、IT ソリューションビジネスを当社の中核事業に育成して

いくことを掲げています。 
このたびの吸収合併は、この IT ソリューションビジネス強化の一環として行うもので、

CSSI が文教分野、科学技術計算分野を中心に展開してきた SI（システムインテグレーション）

事業を当社へ移管し、この分野の販売力を強化していくことを目的としています。 
今後は、当社ビジネスソリューションカンパニー各部門との連携および人材の最適化を行う

ことで、文教分野、科学技術計算分野における大規模 SI 構築事業を強化するとともに、CSSI
が培ってきた技術を一般企業の IT インフラ構築事業にも広めていきます。 

 
 

２．合併の要旨 
（１） 合併の日程 

合併契約書承認取締役会 平成 18 年 7 月 26 日 
合併契約書締結 平成 18 年 7 月 26 日 
合併承認株主総会 開催いたしません（注） 
合併期日（効力発生日） 平成 18 年 10 月 1 日（予定） 
（注）当社は会社法第 796 条第 3 項の規定により、CSSI は同法第 784 条第１項の規

定により、合併契約書について株主総会の承認を得ずに合併いたします。 
 



 

（２） 合併方式 
当社を存続会社とし、CSSI を消滅会社とする吸収合併。 
 

（３） 合併比率ならびに合併交付金 
CSSI は当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行および資本金の増加

ならびに合併交付金の支払いはありません。 
 
 
３．合併当事会社の概要（平成 17 年 12 月 31 日現在） 
（１）商号 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

（合併会社） 
ｷﾔﾉﾝ･ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ･ｴｽｱｲ株式会社 

（被合併会社） 
（２）事業内容 ビジネス機器・コンスーマ機器・産業

機器のマーケティング並びに関連ソリ

ューションの提供 

サーバーを中心とするシステムインテ

グレーションの提供 

（３）設立年月 昭和 43 年 2 月 平成元年 6 月 

（４）本店所在地 東京都港区港南 2－16－6 東京都港区港南 2－16－2 

（５）代表者 代表取締役社長 村瀬 治男 代表取締役社長 秋葉 俊幸 

（６）資本金 73,303 百万円 340 百万円 

（７）発行済株式総数 150,523,896 株 6,800 株 

（８）純資産 247,244 百万円 910 百万円 

（９）総資産 513,334 百万円 1,840 百万円 

（10）決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

（11）従業員数 6,682 人 54 人 

（12）主要取引先 仕入先 
 キヤノン㈱ 
  
 
販売先 
 国内関係会社、事務機販売店、量販

店および大手顧客 

仕入先 
ｱｯﾌﾟﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ㈱ 
ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 
 
 

販売先 
 大手顧客、大学 

（13）大株主の状況 キヤノン㈱ 50.3% 
ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ 
ｶﾝﾊﾟﾆｰ 505025 4.4％ 
ｻﾞ ﾁｪｰｽ ﾏﾝﾊｯﾀﾝ ﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｲ 
ﾛﾝﾄﾞﾝ 2.8% 
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱ 
（信託口） 2.3% 
ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 
社員持株会 2.1% 

ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 100% 

（14）主要取引銀行 ㈱みずほ銀行 
㈱三井住友銀行 
㈱三菱東京 UFJ 

㈱みずほ銀行 
㈱三菱東京 UFJ 

資本的関係 CSSI は当社の完全子会社であります。 
人的関係 当社の取締役のうち、2 名が CSSI の取締役を兼任しており

ます。 

（15）当事会社との関係 

取引関係 CSSI の売上高のうち、7.4%（447 百万円：平成 17 年 12 月

期）は、当社を相手先とするものです。 
 



 

 
（16）最近３決算期の業績 （単位：百万円） 

 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

（合併会社） 

ｷﾔﾉﾝ･ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ･ｴｽｱｲ株式会社 

（被合併会社） 

決算期 平成 15 年 

12 月期 

平成 16 年 

12 月期 

平成 17 年 

12 月期 

平成 15 年 

12 月期 

平成 16 年 

12 月期 

平成 17 年 

12 月期 

売上高 680,327 726,788 730,415 3,551 3,751 6,053 

営業利益 13,842 23,450 25,276 46 86 147 

経常利益 10,900 18,947 26,148 48 88 147 

当期純利益 15,337 9,271 15,309 △2 49 81 

1 株当たり当期純利益（円） 101.38 61.31 101.62 － 7,311.04 12,023.04 

1 株当たり配当金（円） 18.00 22.00 28.00 － 3,700.00 6,000.00 

1 株当たり純資産（円） 1,527.74 1,572.42 1,659.35 118,280.38 122,591.42 133,914.45 

 

 
４．合併後の状況 
（１） 商号 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
（２） 事業内容 ビジネス機器・コンスーマ機器・産業機器のマーケティング 
  並びに関連ソリューションの提供 
（３） 本店所在地 東京都港区港南 2－16－6 
（４） 代表者 代表取締役社長 村瀬 治男 
（５） 資本金 73,303 百万円 
（６） 総資産 本合併による総資産への影響は軽微であります。 
（７） 決算期 12 月 31 日 
（８） 業績に与える影響 本合併による連結及び単独への業績の影響は軽微であります。 

以上 
 


