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平成 18年 10月 10日 
各  位 

会 社 名 株式会社オークネット 
代 表 社 名 代表取締役社長 藤崎 清孝 
コード番号 9669 東証第一部 

問い合わせ先 取締役 西 康宏 
（TEL 03-3512‐6175） 

 
 
 

株式交換による株式会社アイオークの完全子会社化に関するお知らせ 
 

 
 当社は、平成 18年 10月 10日開催の取締役会において、株式交換により株式会社アイオーク

(以下、「アイオーク」)を完全子会社とすることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ

いたします。 

 
記 

 
１． 株式交換による完全子会社化の目的 

当社では、インターネットオークションを平成 18年 6月に導入いたしました。この導入

にあたり、アイオーク保有のサービス等との融合による、新サービスの提供を目指すなど、

オークネットグループとしてシナジー効果を最大限活用すべく、かねてより同社株式を追

加取得し持分を高めて参りましたが、更なるグループ力の強化の為、この度同社を完全子

会社とすることといたしました。 

 
２． 株式交換の条件等 

(1) 株式交換の日程 

平成 18年 10月 10日 株式交換契約書承認取締役会 

平成 18年 10月 10日 株式交換契約書の締結 

平成 18年 11月 30日(予定) 株式交換期日（効力発生日） 

平成 18年 12月 8日(予定) 株券交付日（発送日） 

※ 本株式交換は、会社法第 796条第 3項（簡易株式交換）および会社法第 784条第 1項

（略式株式交換）の規定に基づき、当社およびアイオークにおいては株式交換契約書に

関する株主総会の承認を得ないで行う予定です。 

 
(2) 株式交換比率 

 株式会社オークネット 
（完全親会社） 

株式会社アイオーク 
（完全子会社） 

株式交換比率 １ 583 
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(注) 

１．株式の割当比率 

   アイオークの普通株式 1株に対して、オークネットの普通株式 583株を割当て交付

いたします。ただし、オークネットが保有するアイオークの普通株式 1,940株につい

ては、株式交換による株式の割当ては行いません。 

２．株式交換比率の算出根拠 

   当社およびアイオークは、第三者機関に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結

果を参考にして当事会社間で協議した結果、株式交換比率を上記のとおり決定しまし

た。 

３．第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠 

   上場会社である当社については、市場で形成された株価を使用する市場株価方式に

よる評価を行い、非上場会社であるアイオークについては類似業種比準価額方式およ

び純資産価額方式による評価を行いました。この算定結果を参考として当事会社間で

多角的に検討および協議した結果、上記の株式交換比率を算定しました。 

 ４．株式交換により発行する新株式数等 

   当社は、効力発生日前日の最終のアイオークの株主名簿に記載された当社を除く株

主が所有する株式数に 583を乗じた数の自己株式を割当て交付します。 

(3) アイオークの新株予約権および新株予約権付社債の取扱 

   該当事項はありません。 

(4) 会計処理の概要 

   当取引に係る移転損益、のれんは発生しない見込みです。 

 
３． 株式交換の当事会社の概要 

  完全親会社（当社） 
(平成 17年 12月末現在) 

完全子会社 
（平成 17年 12月末現在） 

(1) 商 号 株式会社オークネット 株式会社アイオーク 

(2) 事 業 内 容 通信衛星を用いた各種オークシ
ョンの主催及び運営など 

オークションに出品する車両のイ

ンターネットを利用した情報提供

サービス業ほか 

(3) 設 立 年 月 日 昭和 59年 3月 9日 平成 13年 9月 3日 

(4) 本 店 所 在 地 東京都千代田区三番町 8番 1 東京都千代田区三番町 1番 4号 

(5) 代 表 者 代表取締役社長 藤崎清孝 代表取締役社長 後藤博文 

(6) 資 本 金 3,145百万円 100百万円 

(7) 発行済株式総数 10,645,544株 2,000株 

(8) 株 主 資 本 10,806百万円 467百万円 

(9) 総 資 産 14,037百万円 1,233百万円 

(10) 決 算 期 毎年 12月 31日 毎年 12月 31日 
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(11) 従 業 員 数 280名 32名 

(12) 主 要 取 引 先 

株式会社オートモビル・インスペ

クション・システム 
株式会社ランマート 
株式会社ソフトクリエイト 
株式会社ジェイ・エー・エー 
ほか 

株式会社オークネット 
株式会社ジェイ・エー・エー 
株式会社HAA神戸 
株式会社トヨタユーゼック 
株式会社シーエーエー 
ほか 

(13) 大株主及び持分比率 

㈱フレックス 14.1％ 
みずほ信託退職給付信託銀行㈱ 

 12.3％ 
藤崎喜代子 5.5％ 
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 

5.2％ 
日本ビジネステレビジョン㈱ 

4.3％ 

(株)オークネット 97.0％ 
(平成 18年 6月末現在) 

(14) 主要取引銀行 

三菱東京 UFJ銀行 
みずほ銀行 
三井住友銀行 
三菱 UFJ信託銀行 

三菱東京 UFJ銀行 
みずほ銀行 

資本関係 アイオークは当社子会社です。 

人的関係 
(平成 18年 
6月末現在) 

当社の取締役のうち、3名がアイオークの取締役を兼任
しております。 
当社の取締役のうち、1名がアイオークの監査役を兼任
しております。 

(15) 当事会社の関係 

取引関係 当社およびアイオークには相互に取引関係があります。 

 

 
   (16)最近 3決算期間の業績                       （百万円） 

 株式会社オークネット 

（完全親会社） 

株式会社アイオーク 

（完全子会社） 

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 13,836 13,597 13,057 938 2,004 1,892 

営業利益 1,696 1,722 1,585 3 321 479 

経常利益 1,674 1,751 1,676 8 335 487 

当期純利益又は 
当期純損失（△） 743 671 △1,660 10 193 293 

1株当たり 
当期純利益（円） 69.98 63.00 △159.54 5,266.93 96,946.49 146,583.16 

1株当たり 
年間配当金（円） 35.00 40.00 40.00 ― ― ― 

1株当たり 
株主資本（円） 1,161.10 1,197.21 1,020.54 △9,634.59 87,311.90 233,895.06 

 
４． 株式交換後の状況 

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者 

当事会社それぞれについて、「３．株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更

はありません。 



 

Page4/4 

(2) 資本金 

本株式交換により当社の資本金は増加しません。 

(3) 業績に与える影響 

アイオークは既に当社の連結子会社であり、株式交換に伴う連結業績に与える影響は

軽微であります。 

以 上 


