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平成 19 年３月 20 日 

各      位 

会 社 名 アジアパシフィックシステム総研 株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長  久保  裕  

（JASDAQ コード番号：4727） 

問 合 せ 先  取締役上席執行役員 ｾﾞﾈﾗﾙｻﾎﾟｰﾄ本部長 

 坂巻 詳浩 

電   話 0 3 － 3 9 8 5 － 4 3 1 1 

 

子会社との合併（簡易合併）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 19 年５月１日を期して、当社の連結子会社で

ある株式会社ファッツを吸収合併すること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 

 株式会社ファッツは、平成 19 年１月より当社連結子会社として、主に九州地区において営業

活動を展開してまいりました。同社については当初、独自ブランドによる営業継続を予定してお

りましたが、今般、九州地区における地域戦略の見直しを行った結果、同社を吸収合併すること

により同地区における経営資源を当社九州支社に集中し、経営の効率化を推進することが最適で

あると判断したものであります。当社は、今般の統合を機に、同地区での更なる業容拡大に努め

てまいります。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

  合併契約承認取締役会   平成 19 年３月 20 日 

  合併契約締結       平成 19 年３月 20 日 

  合併契約承認株主総会 

   （合併会社）アジアパシフィックシステム総研株式会社 

     会社法第 796 条３項の規定に基づき、合併契約書承認株主総会は開催いたしません。 

   （被合併会社）株式会社ファッツ 

     会社法第 784 条１項の規定に基づき、合併契約書承認株主総会は開催いたしません。 

 

  合併公告日         平成 19 年３月 27 日 

  合併期日（効力発生日）   平成 19 年５月１日 

 

（２）合併方式 

  当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ファッツは解散いたします。 
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（３）合併比率 

  株式会社ファッツは、当社がその発行済全株式を保有する完全子会社であり合併に際して新

株の発行は行わないため、合併比率は算定しておりません。また、合併による資本金の額の増

加は行いません。 

 

（４）新株予約権及び新株予約権社債に関する取扱い 

  当社及び株式会社ファッツの新株予約権等の取扱いにつきましては、該当事項はございませ

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。 

 

３．合併当事会社の概要 

 （平成 18 年９月 30 日現在） （平成 18 年 12 月 31 日現在）

（１）商号 
アジアパシフィックシステム総

研株式会社（合併会社） 

株式会社ファッツ（被合併会

社） 

（２）事業内容 ソフトウェア開発 ソフトウェア開発 

（３）設立年月 昭和 45 年４月 平成 13 年４月 

（４）本店所在地 
東京都豊島区高田三丁目 37 番 10

号 

福岡県福岡市博多区博多駅東

一丁目 10 番 23 号  

（５）代表者 代表取締役 久保 裕 代表取締役 内山 毅※ 

（６）資本金の額 2,399 百万円  18 百万円  

（７）発行済株式総数 9,002,200 株  360 株    

（８）純資産 4,854 百万円  26 百万円  

（９）総資産 5,712 百万円  47 百万円  

（10）事業年度の末日 ９月 30 日 ４月 30 日 

（11）従業員数 342 名 12 名 

（12）主要取引先 

日本ヒューレット・パッカード株

式会社 

株式会社電通国際情報サービス 

株式会社ＮＴＴデータ九州 

九州日本電気ソフトウェア株

式会社 

（13）大株主及び持株比率 
株式会社フルキャスト（61.18％） アジアパシフィックシステム

総研株式会社（100.00％） 

（14）主要取引銀行 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社親和銀行 

株式会社福岡銀行 

資本的関係 被合併会社は当社全額出資の完全子会社です。 

人的関係 被合併会社は当社から役員の派遣を受けています。
（15）当事会社の関係 

取引関係 当社は被合併会社にソフトウェア開発業務の一部

を委託しております。 

 

※ 平成 19 年１月５日開催臨時株主総会において取締役に就任、同日開催の取締役会において

代表取締役に就任しております。 
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（16）最近３決算期間の業績                        （単位：千円） 

 アジアパシフィックシステム総研株式会社 株式会社ファッツ 

決算期 
平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 18 年 

９月期※ 

平成 16 年 

４月期 

平成 17 年 

４月期 

平成 18 年 

４月期 

売上高 5,388,233 6,391,553 2,991,296 100,296 104,719 122,492

営業利益 203,834 318,118 103,855 1,401 7,309 10,022

経常利益 166,278 312,647 100,843 1,391 7,079 9,894

当期純利益 703,739 161,578 154,673 755 4,509 6,411

１株当たり当期純利益（円） 163.93 25.35 17.38 2,099.99 12,525.13 17,810.67

１株当たり配当金（円） 10 10 5 － － －

１株当たり純資産（円） 371.24 537.47 539.27 52,844.78 65,369.90 83,180.58

※事業年度の末日の変更に伴い、６ヶ月決算となっております。 

 

４．合併後の状況 

 （１）商号       アジアパシフィックシステム総研株式会社 

 （２）事業内容     ソフトウェア開発・販売 

 （３）本店所在地    東京都豊島区高田三丁目 37 番 10 号 

 （４）代表者      代表取締役 久保 裕 

 （５）資本金の額    変動はありません。 

 （６）総資産      合併による総資産への影響は軽微であります。 

 （７）事業年度の末日  変更ありません。 

 （８）業績に与える影響 平成 19 年９月期の通期連結業績に与える影響は軽微であるため、

変更はございません。 

 

 

以上 

 


