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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 20 年８月７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ビ

ーエスピー・プリズム（以下、BSP プリズム）を、平成 20 年 10 月１日（予定）を効力発生

日として、吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、本合併は全額出資子会社との合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して記

載しています。 

 

記 

 

１．合併の目的 

 BSP プリズムは、平成 18 年 10 月に旧株式会社プリズムから帳票分野におけるソフトウエ

ア開発および販売等の事業譲渡を受けて設立しました。 

設立後は BSP グループとして、帳票分野における製品力および営業力の強化、事業シナジ

ー創出等を目的に、独自の技術を活かした帳票プロダクトの開発・販売に注力してまいりま

した。また、同時に、異なる企業文化をもつ当社と BSP プリズム両社の業務並びに風土のス

ムーズな融合にも取り組んでまいりました。 

一方、BSP プリズムの業績については、来期からの単年度黒字化を１年前倒しで計画して

いましたが、企業の IT 投資に対する慎重な姿勢とともに投資の抑制傾向が強まる中、当期

の単年度黒字実現が困難な状況となっています。 

このような状況を踏まえ、当社はグループ経営資源の有効活用および事業効率向上の観点

から、営業および開発を中心とする両社のオペレーションを一体化し、迅速な意思決定と戦

略的な事業展開を加速することを目的に、BSP プリズムの吸収合併を決定しました。 

特に、帳票プロダクトの研究開発においては、両社が一体化することで投資決定を迅速化

し、より効率的かつ積極的な開発投資を通じて、多様化する顧客ニーズに対応した製品をス

ピーディに投入してまいります。 

 

 

２．合併の要旨 

（1）合併の日程 

平成 20 年８月７日 当社取締役会決議 

平成 20 年８月７日 合併契約承認取締役会、合併契約締結 

平成 20 年 10 月１日（予定） 合併期日（効力発生日）、合併登記 
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（注）本合併は簡易合併・略式合併のため、会社法第 796 条第３項に定める簡易合併、 

並びに同法 784 条第１項に定める略式合併の規定により、当社および BSP プリズムに 

おいて合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。 

 

（2）合併方式 

    当社を存続会社とする吸収合併方式で、BSP プリズムは解散します。 

 

 （3）合併比率 

当社の全額出資子会社との合併であり、新株式の発行および合併交付金の支払は 
ありません。 

 

（4）BSP プリズムの新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

    該当事項はありません。 

 

 （5）会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準に基づき、共通支配下における取引として会計処理を行います。

なお、のれんは発生しません。 
 

３．合併当事会社の概要 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

①商号 株式会社ビーエスピー 

（存続会社） 

株式会社ビーエスピー・プリズム

（消滅会社） 

②主な事業内容 
IT システム運用パッケージソフト

の開発、販売、サポート等 

帳票パッケージソフトの開発、販

売、サポート等 

③設立年月日 昭和 57 年５月 24 日 平成 18 年 10 月 25 日

④本店所在地 東京都港区港南二丁目 15 番１号 東京都港区港南二丁目 15 番１号

⑤代表者 代表取締役社長 竹藤 浩樹 代表取締役社長 古川 章浩

⑥資本金の額 13 億 3,000 万円 2億 50 万円

⑦発行済株式総数 4,250,000 株 8,000 株

⑧純資産 6,387,910 千円 206,945 千円

⑨総資産 7,172,175 千円 437,078 千円

⑩事業年度の末日 ３月末日 ３月末日

⑪従業員数 141 名 28 名

⑫主要取引先 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 

株式会社セゾン情報システムズ 

マイクロソフト株式会社 

アメリカンファミリー生命保険会社 

富士ゼロックス株式会社 

株式会社ビーエスピー 

⑬大株主 

および持分比率 

株式会社ビーコンインフォメーション 

テクノロジー 14.94％

株式会社ビジネスコンサルタント 8.47％ 

株式会社リンクレア 8.47％ 

三菱 UFJ キャピタル株式会社 5.58％ 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 4.41％ 

株式会社ビーエスピー 100％ 



－3－ 

⑭主要取引銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱東京 UFJ 銀行

資本関係 100％子会社 

人的関係 
消滅会社の取締役２名、監査役１名は存続会社より派遣し

ています。 ⑮当事会社の関係 

取引関係 貸付金他。 

 

 

４．最近３決算期間の業績 

 

株式会社ビーエスピー（存続会社）   

                                     （単位：百万円） 

決算期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高 3,471 3,543 3,546 

営業利益 1,162 1,217 657 

経常利益 1,170 1,287 730 

当期純利益 680 747 742 

１株当たり 

当期純利益（円） 
179.52 175.89 174.75 

１株当たり 

年間配当金（円） 
55.00 56.00 56.00 

１株当たり 

純資産（円） 
1,302.37 1,393.06 1,503.10 

 

 

株式会社ビーエスピー・プリズム（消滅会社） 

                    （単位：百万円） 

決算期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高 114 341

営業利益 △162 △30

経常利益 △163 △29

当期純利益 △163 △29

１株当たり 

当期純利益（円） 
△20,408.06 △3,707.92

１株当たり 

年間配当金（円） 
― ―

１株当たり 

純資産（円） 
29,576.07 25,868.14

 （注）平成19年３月期は平成18年 11月から平成19年３月まで５ヶ月の変則決算となっています。 

 

 



－4－ 

５．合併後の状況 

本合併後、株式会社ビーエスピーの商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および

事業年度の末日は、いずれも合併前と変更ありません。 

 

 

６．今後の見通し 

本合併は全額出資子会社との合併であるため、今後の連結業績に与える影響はありません。

当期の個別業績においては、売上には寄与しますが、一方で、売上への寄与以上に販管費も

増加するため営業利益および経常利益は減少します。また、合併に伴って税金費用が減少す

るため、当期純利益については増加します。 

 

今後も、国内の帳票マーケットは、内部統制対応や電子帳票の導入拡大等を背景に拡大が

見込まれます。 

合併後は２社が一体化することで、プリズムブランドを BSP ブランドに統一し、両社固有

の技術やノウハウ、顧客基盤の共有化を図るとともに、人材の適正配置と有効活用、さらに

は管理業務の効率化とコスト軽減等を通じて、収益力の一層の向上と連結業績の拡大に取り

組んでまいります。 

 

 

なお、平成 20 年８月７日に公表した適時開示資料「業績予想の修正に関するお知らせ」

も併せてご参照ください。 

 

 

 

以上 


