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平成 21 年２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  内山  毅  

（JASDAQ コード番号：4727） 

問 合 せ 先  上席執行役員 ゼネラルサポート本部長 

 井関  潔 

電   話 0 3 － 3 9 8 5 － 4 3 1 1 

 

連結子会社との合併（簡易合併・略式合併）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 21 年４月１日を期して、当社の連結子会社で

あるトアーシステム株式会社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 

 トアーシステム株式会社は、平成 18 年８月より当社連結子会社として、人材派遣業向けソリ

ューション、統合ビジネスアプリケーション等のパッケージソフトウェアの開発・販売事業を展

開してまいりました。同社は単独での事業を継続する一方で、当社において同種の事業を展開す

るソリューション・サービス事業本部との間で積極的な人材交流を実施するとともに、創業以来

の独自ブランド「SISnet」の名称を当社ブランド「entrance」シリーズに統一して営業面でも協

業関係を構築するなど、グループシナジーの最大化に努めてまいりました。 

 今般、事業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パッケージソフトウェ

アの開発・販売事業を当社ソリューション・サービス事業本部に集中し、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、同事業の更なる業

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 21 年２月 20 日 

  合併契約締結        平成 21 年２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条第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）トアーシステム株式会社 

     会社法第784条第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 21 年２月 26 日 

  合併期日（効力発生日）   平成 21 年４月１日 
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（２）合併方式 

  当社を存続会社とする吸収合併方式で、トアーシステム株式会社は解散いたします。 

 

（３）合併比率 

  トアーシステム株式会社は、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 

  当社及びトアーシステム株式会社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 20 年９月 30 日現在） （平成 20 年９月 30 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（存続会社） 

トアーシステム株式会社（消滅

会社） 

（２）事業内容 ソフトウェア開発・販売 ソフトウェア開発・販売 

（３）設立年月 昭和 45 年４月 昭和 56 年７月 

（４）本店所在地 
東京都豊島区高田三丁目 37 番 10

号 

東京都豊島区高田三丁目 37 番

10 号 

（５）代表者 代表取締役 内山 毅 代表取締役 佐藤 秀行 

（６）資本金の額 2,399 百万円  97 百万円  

（７）発行済株式総数 9,002,200 株  161,000 株    

（８）純資産 5,380 百万円  ▲101 百万円  

（９）総資産 6,368 百万円  323 百万円  

（10）決算期 ９月 30 日 ９月 30 日 

（11）従業員数 459 名 20 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 

ユニアデックス株式会社 

日揮情報システム株式会社 

（13）大株主及び持株比率 
キヤノン電子株式会社（87.86％） 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 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

資本的関係 消滅会社は存続会社全額出資の完全子会社です。 

人的関係 消滅会社は存続会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 存続会社と消滅会社はソフトウェア開発業務の一

部を相互に委託しております。 

（注）存続会社は、当事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社とな

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 トアーシステム株式会社 

決算期 
平成 18 年 

９月期※ 

平成 19 年 

９月期 

平成 20 年 

９月期 

平成 18 年 

９月期※ 

平成 19 年 

９月期 

平成 20 年 

９月期 

売上高 2,991,296 7,537,120 7,148,010 115,225 418,523 364,948

営業利益 103,855 367,902 332,798 ▲98,270 23,244 27,629

経常利益 100,843 394,437 351,965 ▲105,739 21,147 24,456

当期純利益 154,673 339,299 347,780 ▲213,477 9,317 17,143

１株当たり当期純利益（円） 17.38 37.69 38.63 ▲1,325.95 57.87 106.48

１株当たり配当金（円） 5 12 8 - - -

１株当たり純資産（円） 539.27 571.11 597.73 ▲797.00 ▲739.13 ▲632.65

※決算期の変更に伴い、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 内山 毅 

（５）資本金の額 2,399 百万円 

（６）決算期 ９月 30 日 

※合併による変更はございません。 

 

５．業績に与える影響 

本合併は当社の完全子会社との合併であり、当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 

 


