
 

 － 1 －

平成 18 年９月 15 日 

 

各   位 

 

会 社 名  三井情報開発株式会社  

代表者名  代表取締役社長  増田 潤逸 

（コード番号：４８４６ 東証第二部） 

問合せ先  取 締 役        近藤 隆通 

（TEL．０３－５８４７－６０５０） 

 

 

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 18 年９月１日に締結した合併に関する基本合意に基づき、平成 18 年９月 15 日開

催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社トパックス（本社：東京都千代田区、代

表取締役社長：松本 伸一、以下「トパックス」）と合併契約書を締結することを決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．合併の目的 

当社は、平成 18 年９月１日に発表しましたとおり、当社事業の更なる強化拡大を進めるた

め、トパックスと合併することにいたしました。これにより当社グループ全体において、同

社とお取引いただいている優良顧客と同社が保有する開発リソースを共有することが可能と

なります。 

当社グループは、今後とも事業全般における一層の競争力向上を目指してまいります。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

株式譲渡契約承認取締役会 平成 18 年９月 15 日 

合併契約承認取締役会  平成 18 年９月 15 日 

株式譲渡契約書締結  平成 18 年９月 15 日 

株券引渡し完了期日  平成 18 年９月 20 日（予定） 

合併契約書締結  平成 18 年９月 22 日（予定） 

合併契約承認株主総会 

当社は、会社法第 796 条第３項の規定により開催いたしません。 

トパックスは、会社法第 784 条第１項の規定により開催いたしません。 

合併期日（効力発生日） 平成 18 年 11 月１日（予定） 

合併登記   平成 18 年 11 月１日（予定） 

（２）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、トパックスは解散いたします。 
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（３）合併比率 

トパックスは、平成18年９月22日をもって当社完全子会社となる予定のため（【注１】）、

合併による新株の発行および資本金の増加は、いずれも行いません。 

【注１】当社は三井化学株式会社、東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、株式会社アラ
イアンスグループとの間で、平成 18 年９月 15 日に株式譲渡契約を締結、各社から
平成 18 年９月 22 日までにトパックス株式合計 83,428 株、発行済株式総数の合計
33.0％を譲り受け、同社を完全子会社化する予定です。 

（４）トパックスの新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

同社において、新株予約権及び新株予約権付社債は発行されておりません。 

（５）会計処理の概要 

企業結合会計上、共通支配下の取引に該当しますが、損益への影響は軽微であります。 

なお、上記のトパックス株式取得価額は合計３億円であり、発生する営業権は５年で

償却いたします。 

 

３．合併当事会社の概要 

  平成 18 年３月 31 日現在 平成 18 年３月 31 日現在

(1) 商号 
三井情報開発株式会社 

（合併会社） 

株式会社トパックス 

（被合併会社） 

(2) 事業内容 情報サービス事業 情報サービス事業 

(3) 設立年月日 昭和 42 年 10 月３日 昭和 46 年８月 30 日 

(4) 本店所在地 東京都中野区東中野二丁目７番 14 号 東京都千代田区神田錦町三丁目 26 番地

(5) 代表者 代表取締役社長  増田 潤逸 代表取締役社長  松本 伸一 

(6) 資本金  1,531,202 千円   126,520 千円

(7) 発行済株式総数   12,658,000 株     253,040 株

(8) 純資産  9,157,265 千円   393,557 千円

(9) 総資産 13,839,419 千円 1,112,773 千円

(10) 決算期       ３月 31 日      ３月 31 日

(11) 従業員数          611 名         133 名

(12) 主要取引先 

三井物産株式会社 

三井物産グループ各社 

三井不動産グループ各社 

三井化学株式会社 

三井物産㈱            67.14% 三井情報開発㈱        67.0%

三井情報開発従業員持株会 4.96% 三井化学㈱            13.0%

山内正義               2.21% 東洋ビジネスエンジニアリング㈱ 10.0%
(13) 

大株主及び持株比率 

【注２】 

野村信託銀行㈱         2.20% ㈱アライアンスグループ 10.0%

(14) 主要取引銀行 

㈱三井住友銀行 

中央三井信託銀行㈱ 

住友信託銀行㈱ 

㈱三井住友銀行 

㈱千葉銀行 

  資本関係

【注２】

合併会社は被合併会社の発行済株式の67.0%を所有し

ております。 

(15) 当事会社の関係 人的関係 合併会社の取締役２名が、被合併会社の役員を兼務し

ております。 

  取引関係 合併会社は、被合併会社に対してシステム開発の委託

等の取引があります。 

【注２】につきましては、「２．合併の要旨 （３）合併比率」の【注１】をご参照ください。 
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(16)最近３決算期間の業績 

 三井情報開発株式会社（合併会社） 株式会社トパックス（被合併会社）

決 算 期 平成 16 年３月 平成 17 年３月 平成 18 年３月 平成 16 年３月 平成 17 年３月 平成 18 年３月

売 上 高 

（ 千 円 ） 
21,871,451 21,736,001 21,926,356 2,720,412 2,947,406 2,102,809

営業利益又 

は営業損失

(▲)(千円) 

986,330 1,242,553 800,348 ▲12,352 134,611 136,212

経常利益又 

は経常損失

(▲)(千円) 

1,076,709 1,351,002 1,020,860 ▲15,708 131,072 134,774

当期純利益又

は当期純損失

(▲)(千円) 

504,615 537,173 752,375 ▲124,620 61,416 79,406

１株当たり当期

純利益又は当期

純損失(▲)(円) 

38.05 40.62 57.82 ▲492.49 242.71 313.80

１株当たり 

配当金(円) 
10.00 10.00 16.00 － 50.00 50.00

１株当たり 

純資産(円) 
642.60 673.30 721.82 1,065.97 1,298.58 1,542.67

 

４．合併後の状況 

（１）商号   三井情報開発株式会社 

（２）事業内容  情報サービス事業 

（３）本店所在地  東京都中野区東中野二丁目７番 14 号 

（４）代表者   代表取締役社長 増田 潤逸 

（５）資本金   1,531,202 千円 

（６）総資産   13,597,064 千円 

（平成 18 年６月 30 日現在における２社の単純合算金額であります） 

（７）決算期   ３月 31 日 

（８）業績に与える影響 業績への影響は軽微であります。 

 

以 上 

 

 ●本件に関するお問合せ先● 

○ 財務経理室 広報・IR 担当 森、永渕       TEL：03-5847-6037 

総務人事室 広報・IR 担当 岩本、鈴木、前川 

○ ホームページ  http://www.mki.co.jp/ 


